
 

 
 

 

 

新行政改革大綱の考え方について 

 

１ 新たな行政改革の取組にあたって 

  行政改革については、国が示した「地方公共団体における行政改革推進のための新た

な指針」（平成 17 年 3 月）及び「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための

指針」（平成 18年 8月）を踏まえ、各地方公共団体で取組が行われてきた。 

  本市においても、平成 19年 3月に「喜多方市行政改革大綱」及び「喜多方市行政改革

実施計画」を策定し、平成 21年度までを計画期間として行政改革の推進を図ってきたと

ころである。 

  その行政改革大綱及び実施計画の期間が終了するにあたり、国からは新たな大綱策定

に向けての指針は示されていないが、平成 22 年 1 月 25 日付け総務省自治行政局行政体

制整備室長通知において、「平成 22 年度以降も地域の実情に応じて新たな計画の策定と

その実行に取り組むなど、不断に行政改革に努めることが重要である」と示されたとこ

ろである。 

  このような状況から、本市においては新たな大綱及び実施計画を策定するため、今ま

での進捗状況を確認し、問題点や課題を整理するとともに検証作業を進めることとする。 

 検証作業にあたっては、まず基本項目について、今までの取組状況及び今後の方向性に

ついてそれぞれ評価（資料３参照）を行い、その結果を踏まえ検討を加えることとした。 

  また視点、大綱についても評価の結果を参考にしながら同様にそれぞれ検討を行うこ

ととする。 

 

２ 視点の評価及び検討結果 

 

 

  現在設けられている３つの視点については、「地方公共団体における行政改革の推進の

ための指針」及び喜多方市総合計画の第 4 編「計画実現に向けて」の項目に沿って作成

されたものであり、行政改革の推進にあたって設定されたものである。 

  一つ目の「簡素で効率的な行政づくりの取組」は、民営化や人件費の抑制、組織、財

政の健全化といったものを含めて取り組んできており、経営的視点を取り入れながら効

率的でスリムな行政を目指してきた。 

  この考え方は、平成 18年に「行革推進法」及び「公共サービス改革法」が施行された

ことに伴い、地方公共団体においてもさらに簡素で効率的な行政が求められていること

から引き続き重要な視点であるといえる。 

  二つ目の「市民との協働体制づくりによる取組」は、協働体制の推進に向け、役割や

責務の明確化とともに団体や自治組織との連携に取り組んできており、協働体制の構築

を図ることを目指してきた。 

  この考え方は、これまで行政が主として提供してきた公共サービスについて、住民団

体をはじめＮＰＯや企業等の多様な主体において提供することができるような多元的な

仕組みを整えていく必要があるということや、市民の意見や要望を聞き、それらが施策

に反映される仕組みづくりが重要であることから引き続き重要な視点といえる。 

  三つ目の「透明で公正な行政づくりによる取組」は、行政情報の提供を充実させなが
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ら市民への説明責任を果たすとともに、市民の意見が市政に反映される仕組みづくりを

推進し、より一層の情報の共有化をすすめながら、透明性、公平性を高めてきたところ

である。 

  この考え方は、指針において地方公共団体の自己決定権の拡大に伴い、今後とも情報

公開やパブリックコメント制度の活用を行うなど、住民等への説明責任を果たすととも

に、２つ目の視点である「市民との協働体制づくりによる取組」を進める観点からも、

公正の確保と透明性の向上を図ることが一層必要であることから、引き続き重要な視点

であるといえる。 

  以上のことから、計画的な行政改革の推進と説明責任を果たすため、行政改革の指針

及び総合計画に沿った３つの視点については引き続き同じ視点を設定することとしたい。 

 

３ 大綱の評価及び大綱・基本項目の検討結果 

 

 

  ３つの視点の下、実際の取り組むべき大項目として各大綱が位置づけられるが、上記

の視点の結果及び平成 22 年１月 25 日付け総務省通知では、現下の厳しい財政状況にお

いて、地域主権型の確立のための理解と信頼を得るためには、各地方公共団体において

も、平成 22年度以降も、地域の実情に応じて不断に行政改革の推進が重要であることが

示されており、行政改革推進のための基本的な方針に変更はない。 

  ただし総務省通知では、地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究結果に

ついて触れられており、その報告書の中では、地方分権や行政改革の大前提として、住

民から信頼される地方公共団体の実現の重要性が示されている。 

  その中で、行政改革に直接関連するものとして、業務の無駄の見直しを図り、業務の

効率性を向上させることや、目指す目的に対し、有効であるかチェックを行うことによ

り、業務の有効性を向上させることが重要であり、その方法として評価の実施とＰＤＣ

Ａサイクルの活用が有効とされている。このように業務の有効性及び効率性の実現に向

け取り組むことは、地方自治運営の基本原則の一つである「最少の経費で最大の効果を

挙げる」ことにつながるものとされている。 

  したがって、行政改革が進むことにより、市民の信頼が得られること、その信頼に裏

打ちされた市民満足度が上昇し、住んで良かったと思える喜多方市が実感できること、

そのための施策の展開に向けた取組が必要なことから、現在の視点及び大綱を踏まえ、

行政評価を重視し、かつ事業の見直しを継続して行う取組をさらに進める観点から、基

本項目も含め下記のように大綱を再編することとした。 

  

  

  

 

 

  

 

 

＜前回の大綱＞ 

大綱１ 効率的・効果的な自治体の経営 

大綱２ 健全な財政運営 

大綱３ 市民と行政との協働体制の確立 

大綱４ 透明で公正な行政の確立 

 

＜新たな大綱＞ 

大綱１ 効率的・効果的な自治体の経営 

大綱２ 健全な財政運営 

大綱３ 市民と行政との協働体制の推進 

大綱４ 市民から一層信頼される透明で

公正な行政の推進 
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一層の信頼を得るために 



 

４ 平成 22年度行政改革大綱図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡素で効率的な行政

づくりの取組 

 

市民との協働体制づ

くりによる取組 

透明で公正な行政づ

くりによる取組 

 ＜３つの視点＞ 

＜４つの大綱＞ 

＜１４の基本項目＞ 
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※前回の基本項目 21 

※資料 3 行政改革大綱の骨子検討資料参照 

※上記基本項目のいずれにも該当しない実施項目が出た場合は「その他」で整理する 

大綱１改正項目 

７項目から４項目 

PDCA、行政評価シス

テムの推進大綱４へ移

動、入札制度の改善⇒

通常業務での取組へ 

大綱２改正項目 

９項目から４項目 

事務事業評価による事

業の見直し⇒大綱４へ

移動し②へ包含 

使用料及び手数料の見

直し、基金の有効活用

⇒統一作業終了 

定員管理⇒重複 

下水道⇒地方公営の項

目へ包含 

大綱３改正項目 

３項目から２項目 

各種団体等の自立化⇒

地域協働へ包含 

大綱４改正項目 

２項目から４項目 

市民の意見の反映⇒追

加 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ⇒市民の

意見の反映に包含 

 

 

①職員の意識改革と人材育成の推進 

②効率的な組織機構の構築 

③民間委託等の推進 

④電子自治体の推進 

①計画的な財政運営の推進 

②財産等の処分及び有効活用 

 
③地方公営企業（水道事業）及び下水道事

業の経営健全化 

④地方公社等の経営健全化 

①地域協働体制の推進 

②NPO の育成、ボランティア、行政区及

び市民団体等との連携 

①市民の意見の反映 

②行政評価システムの推進 

③情報公開の推進 

④ＰＤＣＡサイクル等の活用 

効率的・効果的な

自治体の経営 

健全な財政運営 

市民と行政との協

働体制の推進 

市民から一層信頼

される透明で公正

な行政の推進 

基
本
項
目
に
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５ 行政改革大綱の骨子 

   

 行政改革の視点  

 

  ＜将来にわたり自立できる足腰の強い地方自治を目指して＞ 

 今後も厳しい財政運営が求められている中、市が質の高い行政サービスを提供するた

めには、地方自治法第２条第 14項に定められている「最少の経費で最大の効果を挙げる

ようにしなければならない」という観点での行政運営が求められています。 

 国では平成 17 年３月に「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」

が示され、その方針に沿って市では行政改革大綱を策定し推進してきたところです。 

 本市においては、その歩みを緩めることなく更なる行政改革を推し進めるために、職

員一人ひとりが公共としての役割を見極め、行財政運営の公平性、公正性を確保し、簡

素で効率的な行政づくりの視点、透明で公正な行政づくりの視点及び市民との協働体制

づくりの視点で推進することにより、限られた財源、限られた人員において市民に満足

していただける質の高い行政サービスの提供を目指し取り組みます。 

 また、その取組を進めるにあたっては、目標値を定め、それによる結果の検証を行い

ながら効果を算定してまいります。 

 

 ⑴ 簡素で効率的な行政づくりの取組 

   限られた財源の中で、多様な行政需要に対応するためには、効率的な行政運営は不

可欠であり、今後ともあらゆる行政サービスにおいて市が直接行うべきものであるか、

民間でもできるものか、または民間で行った方がよりサービスの質が向上するのでは

ないかといった観点を持ち、民間にできるものについては民間委託や民営化を図り、

経営の感覚を持って効率的な行政運営を目指してまいります。 

     

 ⑵ 市民との協働体制づくりによる取組 

   今まで、行政が独占的に担ってきた公共的サービスは、「全て行政が対応するもの」

といった意識が、市民にも行政にもありました。 

   しかしながら、社会情勢が変化する中で、市民の生活や価値観も変化し、行政サー

ビスの肥大化とともに、行政だけで対応するのは難しくなってきています。 

   平成 19 年３月に策定しました喜多方市総合計画においても、「市民と行政の協働の

まちづくり」を市政運営の基本方針のひとつとし、協働のパートナーとして、市民・

ＮＰＯ・企業・行政それぞれが役割を分担しつつ新しい公共のサービスのあり方を確

立し、市民生活を向上させる協働のまちづくりを進めることと定めています。 

   「協働」は、市民と行政が対等のパートナーとして、地域の公共的課題の解決に向

けて共に考え、協力して行動するもので、市民等の自主性を尊重しながら目的を共有

し、互いに役割と責任を明確にして取り組んでまいります。 

 

 ⑶ 透明で公正な行政づくりによる取組 

   市民と行政が対等のパートナーとして、厳しい財政への危機感、改革の重要性につ

いて共通の認識を持ち、市全体が一丸となり行政改革に取り組むことが重要です。 

   そのためには、市からの行政情報の提供と情報に接する機会を充実させ、市民への
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説明責任を果たすとともに、市民の意見が市政に反映され、施策に生かされるよう、

より一層の情報共有化を進めながら、透明性、公平性を高めていくことが重要です。 

      

 実施概要 

 （１）行政改革大綱 

  前述した３つの視点のもと以下のとおり大綱を設定する。 

 

  大綱１ 効率的・効果的な自治体の経営 

  大綱２ 健全な財政運営 

  大綱３ 市民と行政との協働体制の推進 

  大綱４ 市民から一層信頼される透明で公正な行政の推進 

 

 （２）基本項目 

  大綱１「効率的・効果的な自治体の経営」 

  ① 職員の意識改革と人材育成の推進 

  職員の意識改革と地方分権の推進に伴い、必要とされる政策形成能力の向上が図

られるよう、「人材育成基本方針」に沿って研修の充実と職員提案制度を活用すると

ともに、地方公共団体や国の機関等との人事交流を推進します。 

    さらに、職員の意欲や能力、実績が適切に反映されるよう、「人事評価システムの

構築」を図ります。 

  ② 効率的な組織機構の構築 

  将来的な職員数の削減の推移、効率的な事務の執行、多岐にわたる住民ニーズへ

の対応、権限委譲に伴う行政サービスの対応等、多様な観点から検討を行い、本庁、

総合支所の組織機構がより良いものとなるよう改革に努めます。 

    また、横断的な推進体制を確立することにより、柔軟かつ機動性のある効率的な

組織体制を目指します。 

  ③ 民間委託等の推進 

    民間ができるもの、民間が行った方が利用者に対するサービス向上が期待できる

ものについて、民間委託、民営化を推進し、より良質かつ低廉な公共サービスの実現

を目指します。 

  ④ 電子自治体の推進 

    インターネットを用いた住民向けサービス（ホームページや電子メールによる情

報やサービスの提供）を重点的に拡充して住民の利便性向上を図ります。 

 

  大綱２「健全な財政運営」 

  ① 計画的な財政運営の推進 

    財政指標について、見込値を示すとともに、バランスシート及び行政コスト計算

書を作成し、本市の総合的な財務分析や類似団体との比較分析を行うなど健全な財政

運営に努めます。 

  ② 財産等の処分及び有効活用 

    処分可能な市有財産等については、売却を進めるとともに、利活用されていない

市有財産については、新たな利活用に努めます。特に、先行取得用地については、目
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的の見直しを含め、その有効活用に向け取組を進めます。 

  ③ 地方公営企業（水道事業）及び下水道事業の経営健全化 

    本市の地方公営企業である水道事業については、公共の福祉の増進を図り、常に

企業としての経済性を発揮できるように、中長期財政経営計画の策定や民間委託の推

進、施設運営の見直し等により経営の健全化に努めます。また、下水道事業について

は、施設の利用効率を高め経営健全化を図るため、下水道への加入促進を図ります。 

  ④ 地方公社等の経営健全化 

    財政運営のより一層の健全化の観点から、土地開発公社等の経営改善等について

取り組むとともに、財団法人喜多方市開発公社が保有する保留地の販売促進を図りま

す。 

 

  大綱３「市民と行政との協働体制の推進」 

  ① 地域協働体制の推進 

  地方分権が進む中、地域が抱える諸問題への対応と市民主体のまちづくりを推進

するため、市民、行政区及び市民団体等ができること、そして行政が行うことなど、

市民と行政の役割分担を明確にしながら、市民との協働によるまちづくりを進めま

す。 

  また、市民と行政との協働のまちづくりを推進するため、「自治基本条例」を制

定します。 

  ② ＮＰＯの育成、ボランティア、行政区及び市民団体等との連携 

    福祉、生涯学習、まちづくりなど、様々な分野で活動するＮＰＯやボランティア、

行政区や市民団体等に対する支援、連携を図り、それぞれの特性に応じた役割を分担

することにより、行政との協働によるまちづくりを進め、地域の活力創出を目指しま

す。 

 

  大綱４「市民から一層信頼される透明で公正な行政の推進」 

  ① 市民の意見の反映 

    市民の意見や要望を取り入れるため、各種審議会等の公募、モニタリングの実施、

パブリックコメント制度の活用などにより、広く意見を聞く機会を充実させ、市民の

意見が市政に反映される仕組みづくりを推進します。 

  ② 行政評価システムの推進 

    体系的に「施策評価」と個々の事務事業について評価を行う「事務事業評価」を

実施しており、これらの行政評価システムの充実を図るとともに、外部委員による第

三者評価を行い、より透明性や客観性を高めつつ、効率的・効果的な行政運営を図り

ます。 

 

  ③ 情報公開の推進 

    市広報やインターネット等を活用し、住民にとって分かりやすい行政情報の提供

とその充実に努めるとともに、情報の共有化と市民への説明責任を果たし信頼される

行政を目指します。 

  ④ ＰＤＣＡサイクル等の活用 

    計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）と循環するサイクルの
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確立と、費用対効果及び市民満足度調査の活用を図り、「経営」という視点からの取

組を進め、市民サービス（満足度）の向上を目指します。 

 

 （３） 計画期間 

     計画期間は平成 22年度から平成 26 年度の５年間とします。 

     また、行政改革大綱に定めた項目に沿った実施計画を併せて策定します。 

 

 （４） 推進体制  

     行政改革の推進にあたっては、庁内に市長を本部長とする「行政改革推進本部」

を置き、全庁体制で取り組みます。 

     なお、進捗状況については、市民からなる「行政改革推進委員会」において進

捗状況を報告し、助言や提言をいただきながら確認をするとともに、広報紙や市

ホームページ等により広く市民に公表してまいります。 

     実施計画においては、行政改革推進委員会の意見を踏まえ必要に応じて見直し

を行い推進してまいります。 

 

 （５） 体系図・・・実施項目も含めて作成します。 
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用語説明 

 

・ ＮＰＯ（Non Profit Organization：民間非営利組織の略） 

ボランティア団体や市民活動団体などの「民間非営利組織」を広く指します。 

・ パブリックコメント（Public Comment：意見公募手続） 

  公的な機関が規則あるいは命令などの類のものを制定しようとするときに、広く公

に、意見・情報・改善案などを求める手続のことです。広く意見を事前に聴取し、そ

の結果を反映させることによって、よりよい行政を目指すものです。 

・ ＰＤＣＡサイクル 

  計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）の意味であり、経営管理

サイクルの過程を示しています。一回りして計画（Ｐ＝プラン）に戻ることで前回の

改善点を生かして次の計画に結び付けていく継続的な事務改善活動。 

・ バランスシート 

貸借対照表のこと。 

地方公共団体の会計年度は、従来から単年度の歳入歳出決算であり、その内容はフ

ロー（現金の流れ）が中心であり、ストック（資産形成や負債など資金の内容）に関

する情報は不十分です。 

そこで、民間企業で行なわれている会計制度を参考に、資産（社会資本や現金）や

負債など（市債、国県補助金、市税）に関する情報を明らかにするとともに、財政健

全化の一助とするものです。 

・ 行政コスト計算書 

   一般の企業においては利益を目的として活動しているため、コスト計算は欠かせま

せんが、行政は利益を目的とはしていないため、コスト計算の考え方はありません。 

   しかし、損益の計算ではなく行政サービス（資産の形成につながらない人的サービ

スや給付サービスなど）にどれだけの費用がかかっているのか、また、その収入源は

どうなっているのかを表すものが行政コスト計算書です。 

・ 地方公営企業 

   地方公共団体が経営する企業のうち、水道・軌道・自動車運送・地方鉄道・電気･ガ

スなどの公共性の高い事業で地方公営企業法の適用される事業。喜多方市では水道事

業のみです。 

・ 地方公社 

   地方公共団体が行うべき仕事である用地の先行取得や土地の造成、観光開発等とい

った事業を、その地方公共団体に代わって実施するために設立されるものであり、地

方公共団体の外郭団体で独立した形をとっています。 

・ 自治基本条例 

   市民と行政との協働によるまちづくりを進めていくため、それぞれの役割、責任の

明確化と情報の共有化を図り、政策や事業計画の策定段階から市民の意見やニーズが十

分に反映できるようにするなど、制度も含め体系的にまとめたものです。 

・ モニタリング 

   予め設定しておいた計画や目標について、その進捗状況を随時チェックすることを

いいます。 
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・ 行政評価システム 

   行政が実施する施策や事務事業について、目的を明確にしながら行政自らが住民の

視点に立ち、「市民にとっての効果は何か」「当初期待したとおりの成果はあがってい

るのか」という観点から事業等の成果を数値化し、客観的に評価・検証を行うもので、

その結果を継続的に行政活動に反映させる仕組みです。また、行政評価には、施策の

内容についての評価を行う施策評価や、個々の事務事業について評価を行う事務事業

評価があります。 

・ 費用対効果分析（Ｂ／Ｃ  Benefit ／ Cost ） 

   あるひとつの事業にかかる総コスト（費用）に対して、どのくらいの効果を得たか

を相対的に評価するもので、その事業の経済的な観点からの妥当性を示す評価手法。 

・ 市民満足度調査 

現状の市の行政サービスについて市民がどのように感じているかをとらえ、今後の行

政サービス改善の基礎資料とする調査。 
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