
 

 

                                        

    

    

    

長浜市長浜市長浜市長浜市行政改革大綱行政改革大綱行政改革大綱行政改革大綱    

 

 

★憲法第 92 条 

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律

でこれを定める。 

 

憲法第 92 条の「地方自治の本旨」とは、一般的には「住民自治」と「団体自治」

を意味していると言われている。 

 

「住民自治」 

地方の政治や行政は、その地域に住む住民が自らの意思と責任で処理すべきであ

るという考え方 

 

「団体自治」 

国とは別個の独立した地位団体をつくり、その地域の政治や行政をその団体に処

理させようという考え方 

 

「自治意識の欠如」「大きな機関委任事務の割合」「財源の国への依存」等があい

まって、一般的に、本来このような前提に基づいて運営されるべき地方自治（住民自

治・団体自治）が達成されていないと言える状況にあった。 

 

近年、「平成の大合併」「地方分権」「自治事務・法定受託事務化」「三位一体改

革」などにより、地方自治の本旨に立ち戻り、「住民自治」と「団体自治」の重要性

が改めて叫ばれるようになっている。 

 

 

平成１８年１２月２８日 

長浜市 

    

    



 

 

はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

 

本市は、平成１８年２月に１市２町による合併で誕生しました。市町合併は、地域

経営に関わる構造的な改革の手法の一つとされ、「広域化している地域が一体となっ

て取り組むまちづくり」に加え、「財政の仕組みを一つにすることによる効率的な行

財政システムの構築」といった面を有しています。 

つまり、今回の合併を契機として、効果的な行政改革を進めることができる時期に

あると考えられます。 

新市まちづくり計画（平成 17 年 3 月策定）において、新市の課題として、「住民自

治によるまちづくりの展開」と「自立した自治体の形成と住民ニーズへの的確な対応」

が明らかとなっています。 

その実現のために、今後、取り組むべき改革の方向としては、単なる「官から民へ」

「行政のスリム化」の取り組みだけではなく、市民や企業など様々な主体の参画によ

り、公共サービスの質を高め、地域社会の「人間力」や「ソーシャル・キャピタル」

を醸成し、市民満足度が高く、元気な地域社会を構築していくことが必要です。 

これまでの行政改革は、行政が従来担ってきたサービスを企業や市民に移行し、「歳

出の削減・行政サービスの縮小」を図ることとして、受け止められがちでした。しか

し、今後の行政改革は、地域経営といった視点にたち、現在の行政だけでは生み出す

ことができない新しい機能や価値を創造していくため、企業・市民と行政とのパート

ナーシップによって地域の新たな公共空間を生み出し、豊かな人間関係に満ち、そし

て元気な地域社会の実現を目指していくことにあると考えています。 

平成１８年１２月２８日             

 

                       長浜市長 川島 信也 
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１１１１    大綱大綱大綱大綱のののの性格性格性格性格 

本大綱は、市政の理念や政策目標などを前提として、それを最も効率的かつ効

果的に実現するために必要な制度や施策、組織、業務運営の改革について、その

取り組みの基本的な方向性を示すものです。 

また、本大綱に基づき、その内容を実現するために、具体的な取組内容を示し

た集中改革プランを策定します。 

  

２２２２    改革改革改革改革のののの必要性必要性必要性必要性 

                        地方分権の進展や三位一体の改革、さらには少子高齢化など、様々な社会経済 

環境の変化のなか、限られた経営資源を有効に活用しなければなりません。 

今、本市には、最小の経費で最大の効果をあげるため、様々な改革が求められ 

ており、なかでも、真に実りのある合併としていくため、その効果を最大限に生

かしていくことが必要です。 

         

(1)(1)(1)(1)    三位一体改革等三位一体改革等三位一体改革等三位一体改革等によるによるによるによる財源財源財源財源のののの縮減縮減縮減縮減    

平成 15 年 6 月に閣議決定された｢経済財政運営と構造改革に関する基本方針

（骨太の方針）2003｣をもとに、いわゆる｢三位一体の改革1｣が進められ、国庫

補助金の見直し・廃止や地方交付税の大幅な縮減が始まっています。 

また、その他の歳入面でも、所得や地価の低迷による市税の減収に加え、合

併に対する地方交付税の特例措置が失効する平成 27 年度以降、段階的に減額さ

れるなど、総じて、一般財源総額が減少するものと見込まざるを得ません。 

一方、歳出面では、少子・高齢化に伴う義務的経費や平成 13 年度以降の国・

地方の財政対策による市債の発行等に伴う公債費の増大などが見込まれます。  

今後においては、このように歳入が大幅に減少する一方で、歳出が増大する

といったギャップ構造がより一層拡大することが懸念され、早期にその改善が

求められます。 

    

(2)(2)(2)(2)    少子少子少子少子・・・・高齢化高齢化高齢化高齢化にににに伴伴伴伴うううう行政需要行政需要行政需要行政需要のののの増大増大増大増大    

    全国的に少子高齢化が進展しており、昨年から、日本の総人口が減少局面に

入っています。 

本市においても、全国傾向と同様に少子高齢化が進展しており、なかでも、

高齢化率（全体人口に占める 65 歳以上の割合）は、平成 17 年 10 月末日現在

で 19.6％（滋賀県推計人口）となっており、県平均（同左）と比較して 1.6 ポ

イント高く、さらに、平成 27 年には、21.4％まで上昇していくものと見込まれ

ます。 

    こうした高齢化の進展に加え、生産年齢人口の減少や団塊の世代の退職など

は、地域の経済活動や地域コミュニティの活力への影響に加え、保健・福祉・

医療などの行政需要をますます増大させていくものと考えられます。 

    今後、現在の社会経済環境が継続した場合には、行政が有する経営資源がよ
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り一層制約され、新たな市民ニーズへの対応はもとより、既存の行政サービス

を維持していくことさえ困難な状況に陥ることが考えられ、従来の枠組みによ

る対応では限界があることから、市民や地域、ＮＰＯ2、企業などの役割分担が

求められます。 

    

    ((((3333))))    自己決定自己決定自己決定自己決定・・・・自己責任自己責任自己責任自己責任のののの下下下下ででででのののの行政行政行政行政経営経営経営経営    

平成 12 年 4 月に、中央集権型行政システムの見直しを主な内容とする地方分

権一括法3が施行され、国と地方は従来の｢上下・主従｣の関係から｢対等･協力｣の

関係に大きく転換し、地方自治体の｢自己決定｣と「自己責任」の範囲が大きく広

がりました。 

今後、本市においても、市民が望む専門的かつ高度なサービスを、これまで

以上に、「自己決定」「自己責任」のもとで、市民にもっとも身近で、市民生

活に関わりの深い自治体として、確実な役割を担えるように、体質の抜本的な

改善と強化が求められます。 

    

    (4)(4)(4)(4)    市町市町市町市町合併合併合併合併のののの効果効果効果効果のののの引引引引きききき出出出出しししし    

本市は、旧長浜市、旧浅井町および旧びわ町が、より良いまちづくりのため

に合併し、平成 18 年２月 13 日に、新長浜市として誕生し、新たな魅力と活力

を得ることとなりました。しかし、合併がすぐさま行財政基盤の強化を意味す

るものではなく、今後の行財政体制の整備がなければ、行財政面で十分な合併

効果を得ることができません。 

合併の目的4を再認識し、単一の自治体では改革に限界があった職員の削減や

公共施設の再編など、合併の効果を最大限に引き出せるよう正面から取り組む

ことが求められます。 

 

 

３３３３    行財政運営行財政運営行財政運営行財政運営のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題 

            全国の多くの自治体と同じように、本市の財政はたいへん厳しい状況にあり、

加えて、合併市であることから、同規模の自治体と比較して職員数が多い状況に

あります。 

   このため、「財政」「仕事」「組織・機構」「職員」に関わる内部の改革を徹

底して進めるとともに、一方で、市民との協働によるまちづくりを進めることが

課題です。 

    

(1)(1)(1)(1)    財政財政財政財政のありのありのありのあり方方方方    

歳出の増大がさらに進むものと考えられるなかで、歳出一般財源が基金を除

いた歳入一般財源を上回るといった現状を考えると、早急に歳入に見合った歳

出規模となる健全な財政構造へと早急に転換していくことが求められます。 

 今、まさに行政経営の力量が問われており、その内容としては、事務事業の

実施に対する不断の点検を進め、「選択・集中」による施策の重点化を図ると
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ともに、今後の様々な環境変化に対して持続可能となる財政運営への転換、さ

らには、簡素で効率的な行政運営の実行などが課題です。 

 

(2)(2)(2)(2)    仕事仕事仕事仕事のありのありのありのあり方方方方    

現在、全国の自治体において、「計画（Plan）－実施（Do）－評価（Check） 

－改善（Action）」（ＰＤＣＡサイクル）といったマネジメントシステムを導入

し、市民ニーズの把握や計画、その実施に対する評価を公表し、市民意見を踏

まえ改善を図るといった取り組みがなされつつあります。なかでも、こうした

システムは、初期の段階において、市民ニーズや活動そのものを把握するなど、

市民の視点を踏まえ、施策や事業に生かしていくことが必要です。 

今後、市民ニーズの高度化と多様化に応えていくためには、市民、地域、企 

業、ＮＰＯなどがこれを主体的に受け止め、きめ細かな対応を図っていくこと

に加え、行政においては、厳しい財政環境におかれるなか、市民の評価をもと

に行政サービスのあり方を抜本的に見直していく仕組みづくりが課題です。 

    

(3)(3)(3)(3)    市民自治市民自治市民自治市民自治のありのありのありのあり方方方方    

市民と行政との信頼関係を確保し、市民が行政運営に積極的に参画し、市民

と行政が協働してまちづくりを進めることが必要とされます。本市では、介護

や医療、保健をはじめ、ごみ、環境問題への取り組み、地域づくりなど様々な

公共サービスで、市民、地域、ＮＰＯ、企業などが、その役割を担いつつあり

ます。 

    しかし、事業や予算の決定プロセス、職員評価と給与の決定プロセス、施設

運営コストの実態など、市民が行政運営を理解し、判断するのに必要な情報が

的確に、容易に得られにくい現状にあります。 

このため、これまでのように、行政が立案した施策や事業の説明責任を果た

すだけでなく、市民の意見や提言に答えるなど、わかりやすい情報の公開と積

極的な提供などにより、行政運営の透明化の徹底を図るとともに、市民参画や

市民との協働を可能にする仕組みづくりが課題です。 

    

(4)(4)(4)(4)    組織組織組織組織・・・・機構機構機構機構のありのありのありのあり方方方方    

近年、社会資本や情報インフラの整備が進展してきたことなどにより、市民

の時間に対するコスト意識が高くなってきており、市役所の窓口やセンターな

ど市民に身近なところで、必要なサービスが受けられるとともに、様々な相談、

要望、疑問などに対して迅速で的確な対応が求められています。 

このため、市役所内部での権限の委譲や縦割行政の弊害をなくす情報の共有

化、組織のフラット化など、効率的で市民本位の行政システムへと転換してい

くことが課題です。 

一方、行政サービスを補完、代替している外郭団体等についても、設置当初

の成果を継続的に挙げているかなどを検証し、見直していくことも課題です。 

    



 

 4

    ((((5555))))    職員職員職員職員のありのありのありのあり方方方方    

合併市であることから、類似団体都市と比較して、職員定数が過大となって

いることや、職員の能力や実績に応じ、個々の職員のやりがいと能力を最大限

に引き出せる人事・給与制度の構築が求められています。 

また、これまで、市町村は、国の法令・通達を地域行政のマニュアルとして、

それを読みこなして忠実に実践していれば足りる状況でした。また、時代の変

化がスピーディであり、ややもすると、行政運営の仕組みや職員の意識改革も

遅れがちとなり、市民の生活感覚とかい離している面があることも否めません。 

これからは、地域に目を向け、対話を重ねるなかで、市民ニーズをくみ上げ、

そのニーズに沿った施策を企画・立案し、ねばり強く実現していく姿勢が必要

とされ、これを担う職員には、市民の視点に立ち、職業人としてあらゆる面で

不断の自己啓発が求められます。 

このため、職員数の削減という身を切る努力を進めるとともに、公務員の様々

な不祥事が発生しており、市政への信頼感を失わないためにも、「公僕」であ

ることを再認識し、法令を遵守することはもとより、政策形成能力5や説明責任
6能力を兼ね備えた職員の育成とともに、職員の能力や実績に応じた給与・人事

制度の見直しが課題です。    
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４４４４    改革改革改革改革のののの姿勢姿勢姿勢姿勢 

 

本市は、大きな時代の変革7の渦のなかで、様々な仕組みやライフスタイルを自

らが責任を持ち、決定していくべき時代を迎えています。 

 

今後の改革にあたっては、 

(1) まず、行財政運営にあたっては、「行政サービスの品質管理・品質向上」と

「行財政の簡素・効率化」を同時かつ継続的に実現するという考え方を基本に

おきます。一方、行政の守備範囲を見直すとともに、市民、地域、ＮＰＯ、企

業など多様な主体が担うべき領域（公共空間）について、地域全体で支える仕

組みを整えます。 

(2) これまでは、「公共空間は行政が担うもの」と考えられてきましたが、これ

からは、市民も行政も共に「公」を担う主体であるという考え方を基本におき

ます。一方、こうした新たな公共空間づくりを進めるなかで、市民活動の活発

化も期待され、その過程において育まれる「ソーシャル・キャピタル8」や「地

域力9」を力として、地域のすぐれた個性に着目した元気な地域の再生を図りま

す。 

 

 こうした考え方のもと、行政はもとより、市民が、本市が置かれている危機

的な財政状況を認識し、将来に向けた改革意識を共有化するなかで、ともに責

任を持ち、知恵を出し合い、汗を流し、それぞれが主体的に改革に取り組むな

ど、中長期的な展望に立って、新しい長浜市にふさわしい「公」のあり方を絶

えず提唱しつつ、「市民とのパートナーシップによる地域社会づくり」に向け、

その実現に向けた取り組みを進めることとします。 

 

＜参考＞ 

「・・これからの新しい市を創造していく主役は、住民の一人ひとりです。自立した風格あ

る住民一人ひとりが、それぞれに応じた役割と責任を担い、相互に交流し、触発しあうな

かで、社会経済環境の多様な変化を的確にとらえて、近隣地域との連携も深めながら、新

たに、持続的に発展する「活力」を生み出していくことが必要です。・・・」 

・ 「新市まちづくり計画 新市の基本理念と将来像（抜粋）」 
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５５５５    改革改革改革改革のののの方向方向方向方向 

    

(1)(1)(1)(1)    徹底徹底徹底徹底したしたしたした行政行政行政行政ののののスリムスリムスリムスリム化化化化    

「ひと」「もの」「かね」といった経営資源を最大限に生かし、市民満足度10 

の向上を図るため、民間的経営手法（業績・成果主義、顧客主義など）などを

可能なかぎり行政現場に導入し、選択と集中による市政運営とともに、市政の

果たすべき役割を明確にし、『徹底した行政のスリム化』をめざします。 

 

①①①①    小小小小さなさなさなさな市役所市役所市役所市役所づくりづくりづくりづくり                                                                                    

   多様化、高度化する市民ニーズへの対応に加え、これまで行政が専ら

その守備範囲としてきた分野を含め、サービスの質の向上と効率性が見

込まれるものについては、市民、地域団体、ＮＰＯ、企業などに委ねる

とともに、職員削減や公共施設の再編などを進め、簡素で効率的な小さ

な市役所をめざします。 

    

②②②②    行政行政行政行政システムシステムシステムシステムのののの見直見直見直見直しとしとしとしと施策施策施策施策のののの選択選択選択選択・・・・集中集中集中集中化化化化                                                                    

       これまでの減量、削減的な改革手法だけでなく、仕事のやり方や進め

方など、行政運営の仕組みを抜本的に見直すとともに、真に必要とされ

る市民ニーズや地域課題を的確に把握し、限られた経営資源を重点的、

効果的に配分するなど、「削るべきところは削り、強めるところは強め

る」といった姿勢で、本市の将来的な発展につながる施策の選択・集中

化をめざします。 

    

③③③③    市市市市政政政政のののの果果果果たすべきたすべきたすべきたすべき役割役割役割役割のののの見直見直見直見直しししし                                                                    

  個人や家族で解決できないことは地域が、地域で解決できないことは 

市行政が、そこで解決できないことは県が、さらにはそこでも解決でき 

ないことは国が解決していくといった「補完性の原理」を基本として、 

市政の果たすべき役割の見直しを図ることをめざします。 

                    

    

(2)(2)(2)(2)    市民市民市民市民とととと行政行政行政行政のののの協働協働協働協働（ＰＰＰ（ＰＰＰ（ＰＰＰ（ＰＰＰ11111111））））によるによるによるによる地域経営地域経営地域経営地域経営12121212    

公共サービスは、行政のみが担うのではなく、今後においては、行政や、意

欲と能力のある市民、地域団体、ＮＰＯ、企業などの間の多様なパートナーシ

ップの構築のなか、それぞれの主体が、その特性に応じた役割と責任を分担す

ることにより、従来の「官」や「民」の枠組みだけでは実現しなかった公共サ

ービスの質の向上など、新たな公共空間づくりによる『市民と行政の協働によ

る地域経営』をめざします。  

    

①①①①    公共公共公共公共サービスサービスサービスサービスのののの役割分担役割分担役割分担役割分担とととと地域地域地域地域協働化協働化協働化協働化13131313                                                                

市民、地域団体、ＮＰＯ、企業など多様な主体と対等の立場に立って、 
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協力しあい、相互に補完的な関係を築き、協働によるまちづくりを推進

するため、活動の中心となる人材の育成、活動主体に対する支援や活動

場所の提供など、地域協働化のための仕組みづくりをめざします。 

    

②②②②    情報情報情報情報のののの共有化共有化共有化共有化とととと市民参画市民参画市民参画市民参画のののの推進推進推進推進                                                                                

協働とは、市民と行政の信頼関係のもとで築かれるものであることか

ら、個人情報の保護に最善の配慮を図りながら、徹底した情報提供によ

る情報の共有化と市民への説明責任の達成、さらには市民ができること

は市民にという考え方に立ち、市民参画づくりをめざします。 

    

③③③③    元気元気元気元気なななな地域社会地域社会地域社会地域社会のののの構築構築構築構築                                                                    

ひとの顔が見え、体温が感じられる地域において、市民一人ひとりの

暮らしの場である地域のあり方を画一的な政策や行政に一任するので

はなく、市民の一人ひとりが、相互の信頼関係を確保しつつ、お互いの

特性や能力を最大限に発揮し、地域の課題を責任もって決定するなど、

自分たちの地域は自分たちで治めるといった、元気な地域社会の構築を

めざします。 
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図１ 新たな公共空間の創出（ＮＰＭからＰＰＰへ）   

官官の領域

官民
中間領域

民の領域 民

官

民

官民

官

民

官民

サービス提供の質
（民＜官）

●サービスの質の改善
●官民協働

これまで NPM PPP

●民間にできることは民間に
●行政の効率化

＜NPM＞
民間企業における経営理念、
手法、成功事例などを可能な
かぎり行政現場に導入するこ
とを通じて行政部門の効率
化・活性化を図る取り組み

＜PPP＞
行政のスリム化、官から民へ
の考え方に加え、行政、企
業、市民の間の連携やネット
ワークの再構築に焦点をお
き、公共サービスの質的改善
を実現する取り組み

※官：国、県、市町村
　民：民間企業、自治会、
　　　NPO、サークルなど

官民協働

サービス提供の質
（民＞官）

民間領域

官民どちらでも
サービス提供可
能な領域

官のみがサービス
提供可能な領域

業務委
託など

PFI、指定
管理者制
度など

多様な協働
のかたち

   

図２ 公共空間の広がりと様々な主体による公共サービスの供給 

公益

必需

選択

私益 企業

サークル・
スポーツ団体

NPO

ボランティア
グループ

自治会

行政

公益

必需

選択

私益 企業
NPO

ボランティア
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自治会

行政

新たな公共空間
（多元的な協働）

サークル・
スポーツ団体

従来の公共空間
（公共≒行政）

◇公共空間の概念が変化（地域経営の視点）
◇公共空間の担い手は、多元的に
　（行政、自治会、NPO、企業、ボランティア
　　グループなど様々な主体の連携）

◇公共空間と行政がほぼ一致
◇公共空間の担い手は、行政＋α
　（α：自治会など）
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図３ 補完性の原理（自助・共助・公助14）

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

自助自助自助自助    

個人個人個人個人・・・・家族家族家族家族     

弱いヒト・困っている

ヒトを自ら助ける 

共助共助共助共助    

自治会自治会自治会自治会・・・・ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ・・・・

ボランティアボランティアボランティアボランティア・・・・民民民民

間事業者間事業者間事業者間事業者            

道路・河川・公園な

どの管理など 

公公公公助助助助    

市町村市町村市町村市町村などなどなどなど    

自助・共助でで

きない分野を

公助 

家族や地域など小さな単位で可能なことはそこ

に任せ、そこで不可能もしくは非効率なものだけ

を、より大きな単位が行う 
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６６６６    改革改革改革改革のののの推進項目推進項目推進項目推進項目 

 

   改革の方向である「徹底した行政のスリム化」「市民と行政との協働による地 

域経営」のもと、市内部に関わる「財政」「仕事」「職員」「組織・機構」の改 

革とともに、市民と行政の協働に関わる「市民自治」の改革を進めます。 

    

(1)(1)(1)(1)    『『『『財政財政財政財政』』』』のののの改革改革改革改革        

経費の徹底した削減や負担の公平性の確保、効果的な補助金等制度の検討、

新たな財源の確保など、『財政』の改革を進めます。 

 

①①①① 中長期的中長期的中長期的中長期的なななな展望展望展望展望にににに立立立立ったったったった財政運営財政運営財政運営財政運営    

将来的に、市町合併に伴う特例措置に依存しない財政運営を行うため、 

中長期的な視野に立った財政運営を行います。また、国による地方税財

政制度改革等に対応するため、絶えず見直しを行い、時代に則した柔軟

な財政運営を図ります。 

 

②②②②    財源財源財源財源のののの確保確保確保確保とかんとかんとかんとかん養養養養    

既存税収の伸びが期待できないなか、企業誘致による資本投下、雇用

増進による新たな税源の確保に努めます。 

また、負担の公平性と自主財源を確保するため、サービス制限のみな

らず、組織体制の強化や法的措置にも留意し、積極的な収納率の向上を

図ります。 

未利用（普通）財産の有効活用、公共施設の見直しにより、維持管理

経費の節減を図るとともに、売却、貸付等による自主財源の確保を進め

ます。 

 

③③③③    公共料金公共料金公共料金公共料金、、、、補助金補助金補助金補助金のののの適正化適正化適正化適正化    

施設使用料などの公共料金については、負担の公平性を確保するため、 

行政サービスの提供に必要なコストについて、そのサービスの公共性や

受益性の度合いなどに応じた適正な割合を設置するなど、その適正化を

図ります。 

一方、補助金については、補助対象事業への行政責任や行政負担の整

合性、補助効果等を踏まえ抜本的な見直しを行うとともに、補助金支出

の状況を、市民に積極的に公表し、見直しへの理解を深めます。 

 

④④④④    公共工事公共工事公共工事公共工事のののの見直見直見直見直しししし    

       財政環境が厳しさを増すなか、社会資本の整備を計画的に進めるため、 

公共工事コストの縮減や、透明性・公平性を高めるための入札・契約事 

務の改善などに取り組みます。 
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⑤⑤⑤⑤    企業会計企業会計企業会計企業会計・・・・特別会計等特別会計等特別会計等特別会計等のののの見直見直見直見直しししし            

                    特別会計15や公営企業16については、経費の徹底した削減や利用料金 

の適正化など、経営の健全化に向けた取り組みを推進します。また、一 

般会計17においては、複式簿記の考え方などを導入した新公会計制度の整 

備を進めます。 

 

 

(2)(2)(2)(2)    『『『『仕事仕事仕事仕事』』』』のののの改革改革改革改革        

「民間でできることは民間に委ねる」との観点から、民と官の役割分担を

明確化したうえで、行政が業務の品質管理を行うという前提のもと、民営化18、

民間委託化、指定管理者制度の拡充、官民競争制度19の導入などによる業務の

効率化、効率・効果の検証による事務事業の見直し、電子自治体20の推進など

により、『仕事』の改革を進めます。 

     

①①①①    行政関与行政関与行政関与行政関与のののの必要性必要性必要性必要性やややや仕事仕事仕事仕事のののの効率等効率等効率等効率等のののの再点検再点検再点検再点検    

行政資源の効果的、効率的な活用を図り、顧客志向、成果志向の行政

運営を進めるため、事務事業のマネジメントシステムを確立し、事業仕

分け21など市民の意見も踏まえた評価結果を計画立案や予算編成、組織・

人事に反映できるシステムを構築します。 

    

②②②②    アウトソーシングアウトソーシングアウトソーシングアウトソーシング22222222のののの促進促進促進促進    

行政サービスの向上とともに、効果的、効率的な行政運営を図る観点

から、民間の知識やノウハウを活用した方が質的向上を期待できるもの

については、民営化をはじめ、民間委託、ＰＦＩ23、指定管理者制度24、

官民競争制度等の手法の導入により、適正な管理監督のもとでの民間能

力の積極的な活用を図ります。 

 

③③③③    公共施設公共施設公共施設公共施設のののの有効活用有効活用有効活用有効活用とととと管理運営方法等管理運営方法等管理運営方法等管理運営方法等のののの見直見直見直見直しししし    

指定管理者制度の活用等により、公共施設の管理運営方法の見直しを 

図るとともに、類似施設や設置意義が希薄化している施設の統廃合など

を進めます。 

また、公共施設のライフサイクルコスト25を考えた計画的な維持管理 

を行うため、ファシリティマネジメント26の導入を検討します 

     

④④④④    情報化情報化情報化情報化によるによるによるによる行政行政行政行政サービスサービスサービスサービスのののの向上向上向上向上    

ＩＴ（情報通信技術）を効果的に活用し、申請・届出等の電子化や電

子入札の導入などを進め、市民に身近な場所で利用しやすい時間に受け

られるなど、スピーディかつ利便性に高い行政サービスの提供に努めま

す。 

また、行政内部においても、情報システムを抜本的に見直すとともに、
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事務の電子化をさらに進め、事務・組織の簡素化・効率化や意思決定の

迅速化を図ります。 

 

⑤⑤⑤⑤    業務業務業務業務プロセスプロセスプロセスプロセスのののの迅速化迅速化迅速化迅速化・・・・高度化高度化高度化高度化    

窓口業務や各種行政サービスについて、市民ニーズや先進事例を踏ま 

え、改めて検証を行い、サービスが劣っている分野においては、民間で

の事例を参考として不断の見直しを行い、低コストで良質なサービスを

提供できるよう進めます。 

また、申請や手続きについては、ライフスタイルの変化に対応して、

窓口業務等の受付時間、受付方法の見直し、職員の接遇の向上を図ると

ともに、市民満足度の向上に向けて、苦情処理の迅速化や苦情の未然防

止、再発防止が図れる新たな仕組みを検討します。 

 

⑥⑥⑥⑥    事務事業事務事業事務事業事務事業のののの広域処理化広域処理化広域処理化広域処理化        

            水道や介護保険、徴収事務など、複数の自治体や県域で共同処理する 

ことで、財政効果等が期待できる事務事業については、その広域化に努 

めます。 

    

    (3)(3)(3)(3)    『『『『市民自治市民自治市民自治市民自治』』』』のののの改革改革改革改革        

市民の意見を行政に反映させる制度の創出、市民参画27による協働体制の

確立、コミュニティや市民活動団体への支援、市民への積極的な情報提供

などにより、『市民自治』の改革を積極的に促進します。 

 

①①①①    的確的確的確的確できめできめできめできめ細細細細かなかなかなかな市民市民市民市民ニーズニーズニーズニーズのののの把握把握把握把握    

限られた経営資源を最大限に活用し、市民満足度の向上を図るために 

は、多様化、複雑化する市民ニーズを的確に把握し、利用者の視点に立

った行政サービスの提供をめざす必要があることから、市民アンケート

調査や市民満足度調査、市民の直接の声を聴くための多様な手段の活用

を進めます。 

 

②②②②    積極的積極的積極的積極的なななな市政情報市政情報市政情報市政情報のののの公開公開公開公開・・・・提供提供提供提供    

市民との協働に基本をおいた市政運営を進めるにあたっては、行政と 

市民が情報を共有するなど、市民との信頼関係の確保が必要です。その

前提として、市が保有する情報を積極的に公開・提供するとともに、市

民が求める情報をわかりやすく提供して透明な行政運営を進めます。 

 

③③③③    市民市民市民市民とととと行政行政行政行政とのとのとのとの協働協働協働協働、、、、市民自治市民自治市民自治市民自治がががが進進進進むむむむシステムシステムシステムシステムづくりづくりづくりづくり    

地域において意欲と能力を備えた市民、地域団体をはじめ、ＮＰＯや

企業などの多様な主体が協働して公共サービスを提供する仕組みを構築

します。 
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④④④④    自主的自主的自主的自主的なななな市民活動市民活動市民活動市民活動へのへのへのへの支援支援支援支援        

       新しい公共サービスの担い手として、市民活動団体や地域自治組織の 

育成を支援します。組織設立や提案型事業への支援等を通じ、市民団体 

の自立を促し、市民と行政の新しいパートナーシップを確立し、将来的 

には、地域のまちづくり活動や公共施設の管理運営等への参画を図りま 

す。 

    ((((4444))))    『『『『組織組織組織組織・・・・機構機構機構機構』』』』のののの改革改革改革改革        

効率的で機動性のある組織の構築、市民のニーズに即応できる行政サー

ビスの提供体制の整備、外郭団体の見直しなどにより、『組織・機構』の

改革を進めます。  

 

①①①①    行政行政行政行政のののの総合性総合性総合性総合性のののの確保確保確保確保とととと組織組織組織組織・・・・機構機構機構機構のののの簡素化簡素化簡素化簡素化・・・・効率化効率化効率化効率化    

市民にとってわかりやすい組織であるとともに、市民ニーズへの的

確でスピーディな対応はもとより、行政分野を超えた新たな課題や社

会情勢に変化に対応できる効率的で、機動性のある組織へと再編しま

す。 

また、グループ制の導入などにより、組織のフラット化を図るとと

もに、重要施策や経営方針などについて、総合的、戦略的に意思決定

できるよう、トップマネジメントサポート機能の充実を図ります。 

 

②②②②    自律的自律的自律的自律的なななな行政運営行政運営行政運営行政運営のののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり    

時代の進展に伴い急激な変化をとげる行政環境に対して、より柔軟で

機動的な行政運営を進めるため、状況の変化に即応した施策規模の見直

しや需要の変化に弾力的に対応できる自律型組織を構築することとし、

行政事務を執行する各部局に必要な予算と権限を委譲する庁内分権を

推進します。 

また、共通的なルーチン業務については、部等を単位とするなど、業

務の集中処理化を図ります。 

 

③③③③    外郭団体外郭団体外郭団体外郭団体等等等等のののの自主的自主的自主的自主的・・・・自立的経営自立的経営自立的経営自立的経営のののの促進促進促進促進    

外郭団体や第３セクター、公社などは、これまで、社会経済情勢の変

化や多様化する市民ニーズに対して、行政機能を補完、代替する役割を

果たしてきましたが、「民間にできることは民間へ」と移行するなか、

指定管理者制度の導入や公益法人制度の見直しなど、外郭団体等を取り

巻く環境が大きく変化しています。 

団体のあり方について抜本的に再検証し、必要に応じて統廃合を行う

とともに、団体の独立性、自主性を拡大するため、人的、財政的支援な

ど市の関与の見直しも含め、積極的な経営改革を促進します。 

    



 

 14 

(5)(5)(5)(5)    『『『『職員職員職員職員』』』』のののの改革改革改革改革    

意欲的で行動力のある職員の育成や、こうした職員の能力や実績に応えら

れる昇任・給与制度の構築、効率的で適正な職員配置などにより、『職員』

の改革を進めます。 

 

①①①①    適正適正適正適正でででで計画的計画的計画的計画的なななな定員管理定員管理定員管理定員管理（（（（削減削減削減削減））））とととと配置配置配置配置    

合併効果として、職員数の適正化（削減）による行政経費の抑制が期

待されており、一方で、財政環境が年々悪化している状況を踏まえ、行

政の関与の見直しとともに、アウトソーシングや組織・機構・事務事業

の見直し、地域協働事業の推進、さらには職員採用計画や早期退職制度
28の見直しにより、積極的な職員の削減に努めます。 

 

②②②②    能力能力能力能力・・・・実績実績実績実績をををを重視重視重視重視したしたしたした人事人事人事人事・・・・給与制度給与制度給与制度給与制度    

職員の意欲と能力を市民のために最大限に生かせるよう、客観性や公

平性、透明性の高い人事評価制度を整備し、勤務成績をより的確に処遇

に反映させるなど、職員の能力や実績を重視した人事・給与制度としま

す。 

なお、給与制度については、単に、ラスパイレス指数29（国家公務員

の給与水準）を下回るだけでなく、本市財政の置かれている状況への危

機的意識をもって給与の適正化に努めます。 

また、様々な行政課題に対応しうる多様で有為な人材を確保するた

め、民間からの人材登用をはじめ、官民人事交流の促進、勤務環境の整

備に努めます。 

 

③③③③    専門性専門性専門性専門性、、、、政策形成能力等政策形成能力等政策形成能力等政策形成能力等をををを有有有有するするするする人材育成人材育成人材育成人材育成とととと活用活用活用活用    

研修制度と人事制度との関連付けを強める一方、公務員であることの

再認識のもと、研修の充実や自主的な研究・学習活動により、政策形成

能力、法務能力をはじめ、専門的な知識や技能などの能力開発を図り、

自ら考え行動するプロ意識を有した職員を育成します。 

また、体系的で計画的な人事異動より、専門分野に強い職員の計画的

な育成など、能力、適性に応じた職員配置と職員の能力開発に努めます。

なかでも、地域づくりへの職員の関与を強め、地域ニーズの把握や施策

の立案など、地域づくりをコーディネートできる職員能力の形成を図り

ます。 

    

７７７７    改革改革改革改革のののの推進推進推進推進 

         地方分権が進展するなか、自己決定・自己責任に基づく行財政運営に努め、計

画的に改革を進めるため集中改革プラン（実施計画）を策定し、その進行管理を

行います。 
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(1)(1)(1)(1)    改革改革改革改革のののの推進期間推進期間推進期間推進期間        

本大綱の推進の期間は、平成 18 年度から平成 22 年度までの５カ年とします。 

                 

    (2)(2)(2)(2)    改革改革改革改革のののの推進体制推進体制推進体制推進体制    

            庁内で組織する「行政改革推進本部」において検討した結果に基づき、有識 

者や市民等で構成する「地域経営改革会議」の意見を聴き、検証しながら着実 

に推進します。 

 

(3)(3)(3)(3) 改革改革改革改革のののの実施実施実施実施とととと進行管理進行管理進行管理進行管理    

改革を着実に推進するためには、行政改革大綱の効果的な進行管理が必要で

あることから、行政改革推進本部において、本大綱に基づき、改革の具体的な

事項を集約した「集中改革プラン」を策定し、計画的に実施します。 

    また、本プランの進捗状況および成果については、毎年度、市広報やホーム

ページ等を通じて、広く市民の皆さんに公表します。 
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【【【【用語用語用語用語のののの説明説明説明説明とととと解釈解釈解釈解釈】】】】 
                                                   

1三位一体三位一体三位一体三位一体のののの改革改革改革改革；国庫補助負担金削減、地方交付税見直し、税源移譲の三つを一体におこなう 

というもの。中央政府に集中している税財源を地方自治体に移譲し、自治体はその財源をい 

かに有効に使うかを考えることにより、膨れ上がった財政規模を国・地方合わせて全体とし 

て縮小させていく改革のこと。 

 
2ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ；営利を目的とせず、社会貢献活動を行う民間組織のこと。阪神・淡路大震災における

民間ボランティアの活躍を機に、市民活動の重要性が認識されたことを受け、民間の非営利

団体に法人格を与え活動を支援するため、平成１０年１２月１日に特定非営利活動促進法が

制定された。長浜市では、平成 18 年度現在、おおよそ１４のＮＰＯが法人格を取得し、活

動している。 

 
3地方分権一括法地方分権一括法地方分権一括法地方分権一括法；地方分権一括法として、1997 年 7 月の国会により、475 本の法律改正案

から成る法案として可決成立し、2000 年 4 月 1 日から施行された。国に集中している権限

や財源を県や市町村に移し、地域住民と自治体が協力して、地域のことは地域で決められる

ように制定された制度のことである。具体的には、「地方分権の推進を図るための関係法律

の整備等に関する法律」において、機関委任事務の廃止及びこれに伴う地方自治体の事務区

分の再構成、国の関与等の縮減、権限委譲の推進、必置規制の整理合理化、地方自治体の行

政体制の整備確立等についての５つの視点から市民生活にかかわる多くの法律の改正が行わ

れたもの。地方分権推進法第２条には、「国と地方公共団体とが分担すべき役割を明確にし、

地方公共団体の自主性及び自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図るこ

と」と明記されている。  

 
4合併合併合併合併のののの目的目的目的目的；本市の新市まちづくり計画には、合併の目的として、「・・こうしたなか、従来

から、隣接した地域にあり、生活面や経済面で結びつきが強い１市２町の関係のなかで、市

町合併を、地域経営に係わる構造的な改革の手法の一つとして捉え、『財政の仕組みを一つに

することによる効率的な行財政システムの構築』『広域化している地域が一体となって取り

組むまちづくり』といった２つの面でとらえる必要があります。・・現在、１市２町は、そ

れぞれにおいて、行財政の効率化や情報化、情報公開、住民参加など、自治体の改革に取り

組んでいますが、これらの取り組みは、単一の自治体としての行財政改革です。一方、こう

した取り組みと比べると、今回の市町合併は、１市２町という３つの自治体が合併という手

段で共同して取り組む行財政改革となるものであり、また、住民生活など多くの面で広域化

している１市２町が一体となって取り組むまちづくりでもあることから、その可能性もより

一層広がるものと思われます。・・」と記載されている。 

 
5政策形成能力政策形成能力政策形成能力政策形成能力；市民のあるやって欲しいこと（ニーズ）に応えるために計画を作り、その手法

を確立し、財源はどうするのか、法的規制はないかなど様々な観点から検討し、一本の政策

を形成していくという能力。 

 
6説明責任説明責任説明責任説明責任；アカウンタビリティ。市民から市政運営を負託された行政機関は、その運営責任を
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負い、活動内容について市民に説明する義務があるということ。 

 
7時代時代時代時代のののの変革変革変革変革；時代の変革としては、大きく以下の９の項目に整理される。 

(1) 戦後、高度経済成長を背景として、市民福祉の向上への行政ニーズが増加 

(2) 右肩上がりの成長期の終焉によるパラダイムシフト 

成長から成熟へ、人口増から人口減へ、供給者論理から顧客志向へ、画一から多様

へ、集権官治から分権自治へ など 

(3) 地方分権の進展に伴い、ナショナルミニマムから、行政が市民・民間と協働しながら、

地域の自立と地域最適状態（ローカルオプティマム）の実現を指向しようとする動きが

あること。  

【ローカルオプティマム】（local optimum）；政策の推進について、それぞれの地域（地

方自治体）が選択する地域ごとの最適な状態がローカルオプティマムと呼ばれる。 

(4) 地方分権一括法により、国と地方自治体、都道府県と市町村の関係が上下・主従の関

係から対等・協力関係へと移行。地域（社会）の自主・自立性がより重要視される方向

へと進みつつあること。 

(5) 国際的に開かれた自己責任原則と市場原理に基づく自由で公正な経済社会への転換

の要請、民間の事業機会の拡大の要請（規制緩和・民間開放の動き）があること。  

(6) 財政危機等に伴い、行政における「ＮＰＭ」などにより、民間経営手法（ＰＦＩ）や

市場化テストの導入へと進みつつあること。 

(7) 福祉（高齢者介護、障害者福祉、子育て等） 、環境（地球環境等）、まちづくりな

どの面で、市民が主体となった新たな取り組みとその方向性の転換があること。 

(8) ＮＰＯ、ボランティア、ＮＧＯなど、公益活動を担う新たな主体の台頭しつつあるこ 

と。 

(9) ガバメントからガバナンスへの動きがあること。なお、ガバナンスは、政府・行政

（government）の“ガバメント”に対比して、組織や社会に関与するメンバーが公益性

に基づいて主体的に関与を行う意思決定・合意形成のシステムというような意味で使わ

れる。 

 
8ソーシャルキャピタルソーシャルキャピタルソーシャルキャピタルソーシャルキャピタル;人々の協調行動を活発にすることによって社会の効率性を高めること

のできる、「信頼」「規範」「ネットワーク」といった社会組織の特徴となるもの。結合型と

橋渡し型の２つに分けられ、結合型（Bonding Social Capital）は、家族や自治会など組織内部

における人と人との同質的な結びつきで、内部で信頼や協力、結束を生むものであり、橋渡

し型（Bridging Social Capital）は、友人やサークルなど異なる組織間における異質な人や組織

を結び付けるネットワークのこと。 

 
9地域力地域力地域力地域力；地域の持つ潜在力のこと。 

 
10市民満足度市民満足度市民満足度市民満足度；市民を行政サービスの顧客として捉えた場合、顧客である市民が市の提供する

サービスに対してどれくらい満足しているかの度合い。 
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11ＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰ;官民のパートナーシップ（協働）による公共サービスの提供手法をいう。平成 13 年

６月の「骨太の方針」において、「公共サービスの提供について、市場メカニズムをできる

だけ活用していくため「民間でできることは、できるだけ民間に委ねる」という原則の下に、

公共サービスの属性に応じて、民営化、民間委託、ＰＦＩ、独立行政法人化等の方策の活用

に関する検討を進める」とされており、日本版ＰＰＰと呼ばれている。 

 
12地域経営地域経営地域経営地域経営；市民、企業、地域、ＮＰＯなどの自発的活動や市民参画を促すとともに、各主体

が得意な公共サービスを供給することによって、トータルとして市民が受けるサービス水準

の向上や地域の活性化を図ること。行政は、各主体とのパートナーシップを構築して、その

コーディネート役としての役割を有することとなる。 

 
13地域協働化地域協働化地域協働化地域協働化；公私協働や官民共同と区別し、一定の地域（市域の様々な区域）を前提として、

そこに暮らす市民や、市民が参画している多様な主体が、当該地域が必要とする公共的サー

ビスの提供を協力して行える状態へと転換していくこと。 

 
14自助自助自助自助・・・・共助共助共助共助・・・・公助公助公助公助；市民の求める様々な公共・公益ニーズの解決に向けて、市民自らが解決

できるものを「自助」、市民と行政、また市民相互の役割で解決できるものを「共助」、そし

て行政が果たすべき役割で解決すべきものを「公助」という。 

 

 
15特別会計特別会計特別会計特別会計；国または地方公共団体の財政において、一般的な歳出・歳入を経理する一般会計

に対して、特定の行政目的を達成するために特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳

出・歳入と区分して経理する会計。本市では、平成 18 年度において、国民健康保険事業、

診療所、老人保健事業、介護保険事業、介護認定審査会共同設置、しょうがい者自立支援審

査会共同設置、公共下水道事業、農業集落排水事業、あざい簡易水道事業、東上坂工業団地

整備事業の１０の特別会計がある。 

 
16企業会計企業会計企業会計企業会計；一般的には、株式会社等の民間企業における会計をいうものであるが、地方財政

上は地方公営企業法の全部または一部が適用される公営企業の会計をいう。本市では、病院

事業とびわ水道事業があり、地方公営企業法の一部適用となっている。なお、県では、平成

18 年度から病院事業について地方公営企業法の全部を適用された。 

 
17一般会計一般会計一般会計一般会計；地方公共団体における会計区分のひとつで、特別会計の属さない財政を包括的、

一般的に経理する会計のことで、福祉、ごみ、教育など暮らしに密着したサービスの提供や

道路などの生活基盤の整備などの事業における歳入・歳出の会計である。地方公共団体の会

計は、すべての最終・歳出などを単一の会計で経理することが原則となっている。 

 

18民営化民営化民営化民営化；これまで政府・自治体が主体となって行ってきた業務を施設の所有等も含め民間企

業が主体となって行うこと。もしくはその外郭団体等を民間企業化すること。本市では、保

育所の民営化を進めている。 

 
19官民競争入札官民競争入札官民競争入札官民競争入札；市場化テスト。市場化テストとは、今まで国や地方自治体が独占的に手がけ

ていた事業について、民間企業との間で競争入札を行い、落札した事業主体がその事業を実

施するという制度。事業主体の選定は第三者機関がサービスの質とコストの両方を考慮して

判断される。平成 18 年７月から施行した「競争の導入による公共サービスの改革に関する

法律」（公共サービス改革法）により、地方自治体においては、特例事業として、戸籍法に
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基づく戸籍謄本等の交付の請求及びその引き渡しなど６の窓口業務が対象とされている。一

方、民間競争入札とは、官は入札に参加せず、民間事業者の間で入札を行い、質・価格の両

面で最も優れた者が、公共サービスの提供を行う仕組みをいう。 

 
20電子自治体電子自治体電子自治体電子自治体；ＩＴを活用することにより、行政サービス（申請・届出その他申し込み、公共

いて施設の空き状況の確認・予約受付、各種情報提供・住民との情報交流等）を電子的に提

供することにより、住民サービスの向上、行政事務の効率化及び地域の活性化を図ること。  

 
21事業仕分事業仕分事業仕分事業仕分けけけけ；行政改革推進法（簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関す

る法律）第 45 条において「・・・事務及び事業の必要性の有無及び実施主体の在り方につ

いて事務及び事業の内容及び性質に応じた分類、整理等の仕分けを踏まえた検討を行う・・」

とされており、平成 18 年度現在、県内では、滋賀県をはじめ、高島市、栗東市、安土町、

甲賀市などでの取り組みがある。  

 
22アウトソーシングアウトソーシングアウトソーシングアウトソーシング；業務の一部を専門業者等に委託すること、外部委託をいう。アウトソー

シングには、コスト削減や資源の有効活用以外にも、内部では得られない能力や資源を取り

込むことによる内部資源の高度化というねらいもある。 

 
23ＰＦＩＰＦＩＰＦＩＰＦＩ；民間資金を活用した社会資本の整備。公的部門によって実施されてきた社会資本の

整備・運営の分野に、民間事業者の資金や経営ノウハウを導入することにより、民間が主導

となって効率的かつ効果的な社会資本の整備を行うこと。PFI は、従来、公共部門によって

行われてきた公共施設等の建設、維持管理、運営などを民間の資金、経営能力、技術能力を

活用して行う新たな公共サービスの手法である。 

 
24指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度；民間の能力を活用することにより、多様化する住民ニーズに効果的、効率

的に対応し、住民サービスの向上や経費の節減を図るために、公の施設の管理を市が指定す

る法人その他の団体（指定管理者）が行う制度で、地方自治法の改正により平成 15 年９月

２日から施行された。本市では、平成 18 年度から、４４の施設について制度運用を行って

いる。 

 
25ライフサイクルコストライフサイクルコストライフサイクルコストライフサイクルコスト；施設の企画設計、建設、維持管理及び解体再利用すべての段階にお

いて必要とされる経費の合算。 

 

26ファシリティマネジメントファシリティマネジメントファシリティマネジメントファシリティマネジメント；効率的な活動を行えるように、建築物の設備・人員組織などを

総合的に管理すること。 

 
27市民参画市民参画市民参画市民参画；行政が行う施策や事業などの計画策定、実施、評価の各段階において、市民が行

政に参加すること。これは、市民と行政との協働という考えに基づくものである。 

 
28 早期早期早期早期退職制度退職制度退職制度退職制度；定年前に退職する者に対して、一定の基準で計算した割増退職金を加算する

などの優遇措置を設けて早期退職を奨励することを目的とした制度。  
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29 ラスパイレスラスパイレスラスパイレスラスパイレス指数指数指数指数；地方公共団体の一般行政職の職員の平均給与額を求め、国の平均給与額

を 100 として算出した指数。 


