
 1 

会 議 録 

 

１ 会議名 

  第６回上越市行革市民会議 

 

２ 議題（公開・非公開の別） 

  開会（公開） 

  審議（公開） 

 ・18 年度決算見込みを踏まえた市の財政状況について 

  （行政改革大綱に掲げた大目標の 18 年度達成見込みについて） 

 ・行政改革推進計画の第 3四半期進捗状況について 

 ・行政改革推進計画の 19 年度における取組項目等の見直しについて 

  その他（公開） 

 

３ 開催日時 

  平成１９年２月５日(月)午後２時から 

 

４ 開催場所 

  上越市役所４階 ４０１会議室 

 

５ 傍聴人の数 

  ０人 

 

６ 非公開の理由 

  なし 

 

７ 出席した者(傍聴人を除く。)の氏名(敬称略) 

  ・委員 

    秋山三枝子、有沢栄一、出井信夫、浦壁澄子、大坪和雄、冨田美智子、増田和昭 

    横山郁代 
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  ・事務局 

    三上総務部長、笹井行革推進課長、小林副課長、田中係長、福井主事 

    勝俣財政課副課長、松川行革推進専門員 

 

８ 発言の内容(要旨) 

■18 年度決算見込みを踏まえた市の財政状況について 

  （行政改革大綱に掲げた大目標の 18 年度達成見込みについて） 

 

①地域振興のための基金積立にあてる合併特例債 20 億円の取り扱いについて 

【市の提案】 

・地域振興の基金積立にあてる合併特例債 20 億円は、「借金をそのまま貯金する」もので

あり、本来の借金とは考え方が異なるため「通常分の市債」から除くこととしてよいか。 

【質問】 

・積立てた元金 20 億円自体は取崩さず、金利で事業を行うという認識でよいか。 

【市の回答】 

・現状の考えとしてはそのとおり。ただ、合併特例債という制度の中では、合併による地

域振興のためにあてるのであれば、元金のうち償還が済んだ分については取崩してもよい

こととなっている。 

【結論】 

 ・借金の性質から言って、通常分の市債から除くという考えでよい。ただし、元金の取り

扱いをうやむやにしておくと、現状では保持する考えであってもその時々の運営者によっ

て節操なく手をつけられるおそれがある。また、市民への説明を誤ると元金が事業財源と

してあてにされるので、そのようなことにならないよう情報を正しく伝えることが必要。 

 

②18 年度財政状況に対する意見 

【意見】 

 ・退職手当債の発行により財政調整基金の取り崩しをしなかったとのことだが、利息を考

慮すれば借金をせず貯金を崩すべきではないか。災害時などの緊急用の財源であるとして

も、上越市ほどの規模であれば信用があると思うので、その時に金融機関から借金をすれ

ばよいのではないか。 
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【市の回答】 

 ・一般家庭における住宅ローンと貯金残高の関係と同じ。借金返済のためすべての貯金を

充ててしまうことは「いざ」というときに対応ができないことから、一定額は確保してお

きたいとの考えに基づくもの。 

【意見】 

 ・実質単年度収支の黒字化について、5年間で達成するということではなく、来年度にで

も達成しなければ貯金の積立などできないのではないか。 

【市の回答】 

 ・行政改革推進計画では黒字を達成する時期が明確にされておらず、また、各年度におい

てどの程度の状態とするかが示されていないため、明らかにする必要があると考えている。 

 

③実質単年度収支の考え方とバランスシートについて 

【意見】 

・実質単年度収支の考え方は、市民に非常にわかりにくい。ある程度割り切った示し方と

なってもよいので、市民にわかりやすく示すべき。 

・市の財政状況を民間の考え方で整理したバランスシートを早期に示すこと。 

【市の回答】 

・バランスシートについて、国からは公社なども含めたかたちで示すことという指示もあ

るため、早期に着手し、お示ししていきたい。 

・財務諸表を示す際には、単に表を示すということではなく、それにより何がわかるのか

を示したいと考えている。 

 

④職員数の削減状況について 

【意見】 

 ・以前の会議でも提案している「採用ゼロ」について、20 年度の新規採用開始前に市の

結論を示してほしい。 

【市の回答】 

 ・庁内の行革推進本部でも職員定数の議論が行われており、行革市民会議からの意見でも

ある「新規採用ゼロ」の考え方も伝えてある。ただ、1,950 人という職員数については、

類似団体との比較により算出された数値であるが、本庁と総合事務所の役割や関わり方や
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総合事務所のあり方、市場化テストなどの動向を含めながら削減数の議論を進めるべきと

考えている。当面はこれまで掲げている数値目標の達成にあわせて、体制の見直しを進め

ていく。 

【意見】 

 ・総合事務所との関係の整理については合併後 2年が経過しており検討が遅い。早急に結

論を出すべき。 

 ・人員削減の過渡期では必ずしも正規職員を採用する必要はない。嘱託職員や臨時職員で

対応すべき。 

・仕事の整理をしながら減らすのでは時間がかかりすぎる。先に職員数を減らし、職員が

本当に困る状況としなければ改善は起きない。 

 ・市の業務のワークシェアリングについて検討すべき。行政職員 1人に 700 万円を支払う

よりワークシェアリングにより民間など 3 人にその分を支払うほうが経済活性化の効果

は大きい。 

【市の回答】 

・強制的に職員数を削減する効果はあると思うが、合併した中で市民の期待に応えていか

なければならない。短期間に改善を行えば効果も大きいが不満も大きい。相当強い意思を

もって取り組まなければできないという現状がある。 

 

⑤その他の意見 

【意見】 

・未だに事業の削減や見直しをするにあたり、「財政部署が減らせと言っているから」と

説明をする職員がいる。そのような説明で市民を説得できるわけがない。 

・「合併によりサービスが低下した」ということではなく、今後の行政運営を続けていく

ため、上越市全体の制度を平均的にならし、どの程度のサービス水準としていかなければ

ならないかということが市民に伝わるように配慮すべき。 

・職員は単に財政上の理由のみを挙げ、なぜ事業を廃止したり見直ししたりするかを根源

的に理解していないのではないか。今回の公共施設の使用料の改定にあたっても、区で説

明できず行革推進課に頼っている区がある。何のために区の窓口があるのか。 
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■行政改革推進計画の第 3四半期進捗状況について 

①年度末の目標達成見込みについて 

【意見】 

・目標に対する年度末の達成見込みの判断が全体的に甘いのではないか。各課が自ら取り組

もうとする意識が感じられない。 

【市の回答】 

・43 の取組項目について、具体的な到達点を明確にしていないものが一部にあることから、

取組を行ったことだけが書かれており、成果に対する視点が不足し、評価が甘くなってい

るものもあるかもしれない。 

・19 年度の取組についてはどの状態にまで達するかという目標を一層明確にする必要があ

ると考えている。 

【意見】 

・年度末の達成見込みが「○か×か」ということが問題ではなく、現時点での問題をどの

ように認識し、問題が発生しているのであれば、どのような対策が講じられているかが重

要である。 

 【市の回答】 

  ・庁内の行政改革推進本部に報告するまでには、それらの情報を加えたものとしたい。 

 

②各取組項目に対する意見 

ＰＤＣＡサイクルに基づく業務執行の定着について 

【意見】 

 ・事務事業の目的と目標の明確化については、行革推進課の指摘により及第点と言えるレ

ベルに到達したとの認識であり、定着しているとはいえない。その現状に立ってどのよう

な対策を講じているか。また、職員や管理職の意識のレベル、研修の成果をどのように認

識しているか。 

 ・管理職の意識が変わっているように思えない。未だに前年どおりの仕事をしたと言って

満足している管理職がいる。個別の事業に対しどのような対応を採ってきたか、行革市民

会議に出席してもらい、聞く必要があるのではないか。 

 ・意識の低い職員については、人事考課によって厳しく評価され、人事に直結するようで

なければ意識は変わらないのではないか。 
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 ・現行の体制のまま状況を良くしようとしても良くならない。職員数を減らし、本当に職

員が困る状況に追い込まなければ、改善しようとする意識は生まれないのではないか。 

 ・（定着度合いの認識から判断すると）行革市民会議でいくら意見を出しても、「そのよう

な意見がある」ということがすべての職員に伝わっているとは思えない。 

 

職員提案制度について 

【意見】 

・自分の仕事の改善は自分の部署で行うことはそのとおりだが、改善が頻繁に起きる部と

まったく起きない部があるなど横の広がりが乏しくなることもある。全庁的な改善につな

がるよう現行制度等のメリット、デメリットを検証した上で、新たな職員提案制度の案に

ついて早急に市民会議に示してほしい。 

 ・現行の職員提案制度は問題の提起と改善策をあわせて提案させているが、失敗例やヒヤ

リハットなど、問題や課題の提起だけでもよいのではないか。改善策の案はなくとも失敗

を防ぐ策をみんなが考えるようになる。そのような仕掛けも考えるべき。 

【市の回答】 

・まずは職員への意識付けが必要と考えている。これまで自治体の業務は国によって制度

が定められているものもあり、提案はしてみるものの制度の壁があって実現できず、やが

て提案する意欲も薄れてしまっていたこともあったのではないか。最近は制度も変わり、

規制も撤廃される方向にあるので、自由な発想で変えていくことができるようになりつつ

ある。いただいた意見を参考にしながら、新しい制度の創設に向け、改めてお示ししたい。 

 

 人事考課制度について 

 【意見】 

  ・目標設定や面談のあり方などの手法の見直しについてはどのように予定されているか。

コンサルタントなどの外部の知恵を借りてはどうか。 

 【市の回答】 

  ・現行の人事考課システムについても、既に民間で行われている方法について情報をいた

だきながら構築しており、また、専門のコンサルタント等に研修を依頼している。 

  ・見直し案としては、現行の制度は目標数が多いことから目標達成に向けた取組が分散し

てしまうため、目標設定数を絞り、集中して取り組める方式もあるのではないかとして検
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討している。 

  ・業務の内容や評価を行う管理職の考え方により評価の「ものさし」が異なっており、課

題として認識している。 

【意見】 

  ・本来は予算が決まった時点で組織目標は決まっているはず。予算の決定は市長の意向で

あり、その意向を部課長がどのように咀嚼して部や課、または個人の目標に落とし込んで

いくかということになるが、現状では目的目標があいまいなため落とし込めていないので

はないか。 

 【市の回答】 

  ・各部局や課が市の方針を理解し、その方針に対し自分たちが担うべきことを正しく認識

することが必要と考えている。現状では部と課に同じ目標が設定されていることも見受け

られる。 

 

 人件費の枠配分について 

 【意見】 

  ・人件費の部局枠配分は人数ではなく金額でするべき。各部署が人材を確保するときに、

「単価の高い職員は不要」とか「単価に見合う仕事をしない職員は不要」という判断をす

るようになっていかなければならないし、例えば単価の高い「副課長という職」が必要か、

という組織の見直しの議論にもつながると考える。 

   

 その他の意見について 

 【意見】 

 ・観光事業に関する企画と振興を行う課は別となっており、その場所も離れている。その効

果について検証するべき。 

・観光政策に重点がおかれているが、「観光」の名の下であれば何でも実施できるという風

潮が感じられる。短期でも長期でも良いが費用対効果を計り、本当に効果のあるものとな

っているのかどうかを確かめなければならない。 

【市の回答】 

 ・組織のあり方、費用対効果の検証は必要と考えている。昨年の観桜会にあわせ高田に観

光振興にかかる部署を移転したが、その効果については、この４月で２年目となることか
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ら比較できる材料があると考えている。 

 ・予算の配分についてはアピール年間ということであり、ＰＲ等のソフト事業にかかる予

算は例年より増額されている部分はあるが、観光だからということで何でも措置されてい

るものではないと考えている。 

 ・費用対効果については、事業だけでなく事務所に職員を配置しておくだけでも人件費が

発生しているため、そのことを踏まえたうえで把握するという意識が必要である。 

【意見】 

・費用対効果については、事業完了後にその成果を計るだけでなく、本質的には、予算を

要求する段階でどの程度の効果を期待しているかを明らかにした上で要求しなければな

らないと考える。 

 

【意見】 

 ・防災士 500 人を養成するとして毎年地域から対象者を募っているが、資格を取得した

方にどのような役割を期待して、今後どのような活動をしていくのか明確でない。毎年

税金を投じて 100 人の方に資格を取得させているが、ある程度自己負担をさせ、責任を

もって地域の活動に取り組んでいただくようにすべきではないか。今後、この事業をど

のように展開していくかについて明確にしてほしい。 

【市の回答】 

 ・詳細については確認のうえお示しさせていただく。市民の皆さんからも地域の防災に

対し意識を高めていただくため、市が啓発をする役割もあると思うが、どのような意図

で市が地域に対象者を募っているか、正しく伝わっていなければならない。 

 

【意見】 

･コミュニティプラザ整備について、各地域の団体が区の総合事務所とやりとりをする場

面があるが、詳細については本庁の課に確認しなければならず、また、照会の内容によっ

て照会先の課が異なるということがある。窓口を一本化できないか。 

・公共施設の使用料金の改定にかかる説明についても区で説明内容が異なり混乱を招いて

いる。統一した認識で説明できるようにすべき。 

【市の回答】 

・ワンストップサービスは理想的だが、全ての窓口に市役所の業務のすべてを熟知する職
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員を揃えることは困難。例えばコミュニティプラザに関しては地域振興課を窓口として、

詳細な情報が必要な場合はそこから時間をかけず専門の部署にアクセスできる仕組みと

なっていることが望ましいのではないか。 

・基本的には地域のことは区の総合事務所で処理できるようにしたいと考えている。現状

はその状態になっていないのは承知している。使用料の改定にかかる説明についても「行

革推進課の指示で」という説明になってしまう。料金の改定にあたっては担当者レベルで

協議を重ね、積み上げてきた結果決まったものであり、そのことが市民に正しく伝わらな

ければならない。 

 

○行政改革推進計画の 19 年度における取組項目等の見直しについて 

・次回の会議の審議事項とすることで一致。 

 

― 閉 会 ― 

 

９ 問合せ先 

総務部行革推進課－行革推進係 ℡025-526-5111（内線 1458・1459） 

E-mail：gyoukaku@city.joetsu.lg.jp 

 

１０ その他 

別添の会議資料もあわせてご覧ください。会議資料は市のホームページでも公開していま

すので、ご覧になりたい場合は次の URL を参照してください。 

 

○ホームページのアドレス 

http://www.city.joetsu.niigata.jp/contents/town-planning/gyokaku_taikou/3rd/index.h

tml 


