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行政改革への取り組みに向けて 

 

１ 背景と目的 

平成１６年１１月１日、旧氷上郡の柏原町・氷上町・青垣町・春日町・山南

町・市島町が合併し、人口７３，４５７人、世帯数２３，１６３世帯、面積４

９３．２８k ㎡の丹波市が誕生した。 

合併は、地理的、歴史的にも経済・文化・生活の面でも一体的な地域を形成

し、強い結びつきを有していた旧氷上郡６町が、今後、予想される地方分権の

進展、少子・高齢化の進行などへの対応や、生活行動範囲の広がりに伴う広域

的なまちづくりの実現、さらには行政コストを削減しつつサービスの維持向上

を図る必要性から行ったものであり、早急に旧町間の行政サービスや社会資本

整備の格差について改善に努めるとともに、一体的で公平な行政基盤を構築し

ていくことが緊急の課題となっている。 

特に現状を客観的に分析し、将来の見通しを予測するためには、市の財政状

況を把握することが必要であるが、市として実質的に初めてとなる平成１７年

度一般会計当初予算では、合併したことにより予算規模が大きくなるのは当然

として、財源不足を生じた約２４億円について基金* 1 を取り崩して確保するこ

とになった。また財政構造の弾力化を見る経常収支比率*2 も９３．２%と極めて

高くなっており、新たな事業に充てる余裕がほとんどない状況であった。あく

まで予算であるので、実際の決算時においては、ある程度改善される見込みは

あるものの、健全性という点においては程遠く、極めて厳しい財政状況である

ことに変わりはない。 
このことから、合併によるスケールメリット*3 を最大限に活かし、限られた

財源で大きな効果を生み出していくため、現状の事務事業、行政機能を見直す

とともに新たな施策の展開に向け、徹底した行政改革に取り組んでいくことが

最も重要となっている。 
また、これまでのように行政主導では一方的になりがちで、事業を推進する

にしても限界が生じている場合もあるため、行政と市民がそれぞれ役割分担を

行い、より良いまちの形成に、自己決定や自己責任に基づいて地域社会の発展

に努めていくことが必要となっている。 
このような状況を踏まえながら、市の掲げる「人と自然の交流文化都市」を

テーマとしたまちづくりへの展開を図っていくために、簡素で効率的かつ透明

性の高い行政運営の実現に向けて、行政改革大綱* 4 を策定し、計画に基づいた

改革を確実に実践していく。 
 

*1 基金……特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するために設けら

れる資金または財産。 

*2 経常収支比率……人件費、扶助費、公債費などの義務的経費や経常的に支出される一般財源の額（経常経

費充当一般財源）が市税、地方交付税など経常的に収入される一般財源の総額（経常一般財源総額）

に占める割合。 
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   （経常経費充当一般財源／経常経費一般財源総額）×１００（%） 

   この比率が高くなると、臨時的経費に回せる資金が少なくなるため、財政が硬直していると言われる

ことが多い。 

*3 スケールメリット……規模を大きくすることで得られる利益。 

*4 行政改革大綱……行政改革を進めるための基本となるもの。 

 

２ 基本目標 

行政改革を推進するにあたって、行政と市民の役割分担を明らかにし、パー

トナーシップ* 5 によるまちづくりを推進するとともに、コスト意識・成果重視・

競争原理など民間の発想を活かした行財政経営への転換を進め、市民ニーズに

応じたより良質なサービスを迅速かつ効率的に提供していく新しい行政のシス

テムを構築していかなければならない。 
その基本となる取り組み姿勢は、次のとおりとする。 

（１）全ての事務事業等、行政全般について徹底的に点検 
現段階においては、旧６町の事業や施設等が引き継がれているものも多

数見られるため、合併による効果を最大限活かし、整理・合理化に積極的

に努めることが必要であることから、行政全般にわたって徹底的に点検を

行い、慣習や前例にとらわれることなく改革に着手していく。 
 
（２）市民との協働により改革を推進 

これからの施策を展開するためには、市民と行政がお互いに情報や課題

等を共有し、共に考え、論議することが大切であるため、計画→実行→評

価→改善のサイクルに基づき不断の点検を行いつつ評価又は計画にあたっ

ては、市民の意見も反映することができるよう、協働しながら改革を推進

する。 
 
（３）職員一人ひとりの意識改革 

職員が率先して改革を推進していくためには、常に能力や意欲を高め、

行政コストの縮減に努める民間的経営感覚を持ち、さらに官と民の役割分

担を踏まえた行政サービスへの転換、受益と負担のバランスへの対応能力

を一層高められるよう意識を改革する。 
 
３ 計画期間 

大綱に定める改革の計画期間は、平成１７年度から平成２１年度までの５年

間とする。 
 

４ 推進体制 

市の行政全体を点検し、具体的な改革の推進を図っていくため、庁内の推進

組織として「丹波市行政改革推進本部」を設置し、さらに、改革すべき事案の

検討や調整を行うため本部にプロジェクトチームとこれを補佐するサブリーダ
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ー組織を設け、この大綱に基づく実施計画の策定と進行管理を行う。 
 

５ 検証 

この大綱に基づき、具体的な改革に取り組んでいくために実施計画を策定し、

「計画→実行→評価→改善」の各過程の検証は、透明性をもった行政評価シス

テム*6 を構築する。 
行政評価には、第三者による評価を取り入れ、市民に公表する。 

   

*5 パートナーシップ……複数の者が対等かつ自由な立場で、共通する目的のために協力する関係。 
*6 行政評価システム……市が実施する施策、事務事業について、事前、実施中または事後に一定の基準や指標

をもって妥当性や達成度及び成果判断をするためのシステム。 

 
 
行政改革の基本項目 
 

１ 事務事業の見直し 

（１）事務事業の整理合理化 
厳しい財政事情の中で、新たな行政課題や多様化する市民のニーズに的確

に対応していくためには、従来の事務事業全般について絶えず見直しを行う

とともに、前例や慣例にとらわれない新たな発想や効果的な方法により業務

の推進を図る必要がある。 
さらに、事業の必要性や緊急性などを的確に取捨選択を行い、総合計画が

めざす将来像の実現のために優先すべきものは何であるかを明確にすること

が大切である。 
このため、事務事業について総点検を行い、コスト意識や費用対効果*7 を

常に考慮し、サービスの改善に努めるとともに、行政の責任と市民の果たす

べき役割を明らかにし、最も効率的で効果的な事業の展開をめざす。 
① 既存事業 

スクラップアンドビルド*8 の視点で検討を行うとともに、事業の効果に

ついて常に点検を行い、最も適した実施方法・運営等への改善を図るとと

もに、必要性や役割が薄れてきている事業については縮小・廃止する。 
② 新規事業 

事業の必要性について経費負担や効果など幅広く分析し、目的や内容を

明確にした上で事業の展開を行う。 
 

*7 費用対効果……支出した費用に対して得られる効果のこと。 

*8 スクラップアンドビルド……組織・事業の肥大化を防ぐため、部・課それぞれのレベルにおける組織・事

業単位数を増やさないことを前提とした基本原則。組織・事業の新設の場合には、それに相当す

るだけの既存組織・事業を廃止しなくてはならないものとされている。 
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（２）民間活力の導入 
多岐にわたる事務事業を効率的に推進していくためには、民間における専

門的な知識や手法の活用を図り、経費の削減やサービス向上に努めることが

重要となっている。 
近年民間サービスが多様化し、行政が行っているサービスの中には民間が

果たせる業務が多くある。また、行政によるサービスが民間と競合し、民間

の市場参入機会を奪うこととならないためにも行政の責任を十分考慮しなが

ら、民間委託への可能性を検討し、可能なものについては積極的に民間活力

の導入を推進していく。 
 
（３）補助金等の整理合理化 

既存の補助金等については、行政として対応すべき必要性、行政の責任分

野や経費負担のあり方を明確にするとともに、補助対象となる事業等の効果、

実績を検証し、整理合理化を推進する。実情に合わないものや既に目的や役

割を終えているものについては終期の設定、効果・実績の検証など市民等に

対する説明責任を果たしながら計画的に縮小・廃止する。 
また、新たな補助金等を設ける場合においても、終期の設定をするなど常

に計画→実行→評価→改善の中で検証を行っていく。 
 
（４）地方分権への対応 

地方分権の進展に伴い、地方公共団体が自主的・主体的に処理することの

できる分野が拡大されたことを踏まえ、地域の実情に応じたまちづくりを推

進することが可能となった。そのためには行政が中心となって市民の負担と

選択に基づき各々の地域にふさわしい公共サービスを提供する分権型社会シ

ステムを構築していく必要がある。 
一部で構造改革特区*9 やＮＰＯ*10 活動などの取り組みにより、公共的サー

ビスの提供は市民自らが担うという意識も広がりつつあり、これまで行政が

主として提供してきた行政サービスも、今後は地域において市民団体をはじ

めＮＰＯや企業等の多様な主体が提供する仕組みを整えていく必要がある。 
また、合併によりその規模、権限は拡大し、市の果たすべき役割が改めて

問われることとなる。市はこれらの企画・戦略的な役割を持つ本部として、

担うべき役割をより一層重点化していくため、自治基本条例の制定に向けた

取り組みを行い、行政と市民の役割の分担と協働化を推進していく必要があ

る。 
このため、財政の健全化を図りながら、限られた財源の中で新しい視点に

立って創意工夫を講じ、市の特性を活かした施策の実現に向け、その体制の

整備を行っていく。 
*9 構造改革特区……経済・教育・農業・社会福祉などの分野において地方自治体や民間事業者等の自発的な

立案によって、地域を限定して、地域の特性に応じて規制を統廃・緩和し、特色のあるまちづくり

や民間事業者のビジネスチャンス拡大を進める制度。 
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*10ＮＰＯ……民間非営利活動団体の総称。このうち、特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）に基づく認証法人をＮ

ＰＯ法人という。 
 

２ 組織・機構の見直し 

（１）組織・機構の見直し 
合併前の事務事業調整において検討された組織・機構により、市での業務

の推進を行ってきたが、部署によっては、当面、旧町の残務処理や合併後の

一時的に増大する業務に対処するための人員配置となっている。 
今後も新たな行政課題や市民ニーズに的確に対応し、行政効果を高めてい

くことが重要であることから、常に組織・機構の見直しを行い、社会環境の

変化に即応できる簡素で合理的な組織体制の構築をめざしていく。 
① 総合調整機能の強化 

複数の部・課等にまたがる行政課題に対応していくため、総合調整機能

の強化を図り、連携のとれた総合的な業務推進体制を整備する。 
② 附属機関等との連携 

官民一体となったまちづくりを推進していくため、市民の意見や専門的

な知識を市政に反映することなどを目的として設置されている協議会や審

議会等との連携を深めるとともに、市民の参加を募り、女性委員や公募委

員の参画を促す。 
③ 災害時の迅速な対応と体制の確保 

広大な面積を有する本市の多様な災害の発生に即応し、迅速に有効な活

動体制がとれるように行政組織及び防災関係組織・機関・団体との連携強

化並びに充実を図り、一般市民との連携をさらに推進し、市民全体で災害

に強いまちづくりを行う。 
 
３ 定員管理及び給与の適正化 

（１）定員管理の適正化 
市の職員は、合併前の旧町や一部事務組合から引き継がれているが、さら

に、旧町時から整備されてきた施設への配置や氷上多可衛生事務組合からの

受け入れもあり、勧奨退職実施にもかかわらず合併時と同数で、人口と産業

構造が類似している団体や近隣市などと比較しても多い。 
特に約５００k ㎡にわたる広範な面積を有し、そこに立地する行政財産（施

設）の数についても他の類似団体よりも圧倒的に多く、配置職員の見直しが

現段階では進めづらいことも事実である。 
しかしながら、合併による効果を活かすために、徹底した事務事業の整理、

組織の合理化、及び事務執行方法等の見直しを進め、総合計画の将来目標に

基づき定員管理の適正化を計画的に推進するための定員適正化計画を策定す

ることが必要である。定員適正化計画は、将来的な年齢構成や分野別職員等

の配置に配慮しつつ数値目標を掲げ、これを公表し、着実に実行していく。 
さらに定員管理にあたっては、社会経済情勢の変化等を踏まえ、検討され
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る行政需要の対応すべき範囲、施策の内容及び手法を改めて見直し、状況を

勘案しながら適正化に取り組まなければならない。 
 
（２）給与の適正化 

給与については、国家公務員に準拠の原則を踏まえ、給与制度・水準の適

正化に努めるとともに、現状についても、市民の理解を求めるために引き続

き公表していく。 
各種手当についても総合的な見直しを行い、縮減を図る。 

 
４ 人材の育成・確保 

（１）人材育成の推進 
情報化や国際化などの社会情勢の変化が急速に進展する中、市民ニーズが

ますます多様化、高度化してきており、職員には今まで以上に効率的で効果

的な業務の遂行が求められている。 
分権型社会の担い手にふさわしい人材を育成することが重要な課題であり、

人材育成に立った人事管理、職場風土や仕事の推進プロセスの改善等を行う

など総合的な人材育成に努めて行く。 
また、行政課題への対応や新たなまちづくりに向けた創造力の開発等、資

質の向上が必要不可欠となっており、「研修に関する基本的な方針」を定め職

員自らが意識改革や自己啓発に取り組める機会を積極的に利用できるよう推

進する。 
 
（２）多様な人材の確保 

地方分権社会に対応していくため、公的機関や民間における研修方法など

組織内外の職員研修制度を有効に活用する手段を構築し、職員に必要な政策

形成能力の開発に努めていくとともに、その能力が組織の中で最大限発揮で

きる業務体制や環境づくりを推進していく。 
 
５ 行政サービス等の向上 

（１）行政サービスの改善、総合化 
行政サービスは多岐にわたるが、多様化する市民ニーズに応えていくため

には、常に市民の視点に立って、迅速かつ公正な対応が必要である。 
そのため、従来の国の行政機関との均衡に配慮した縦割り型組織にとらわ

れず、政策目標に基づき、効果的かつ効率的に事務事業を処理し得る組織へ

の転換を図る。 
また、市民ニーズへの迅速な対応や、スピーディーな意思決定の観点から、

責任と権限が明確化され、フラットな組織編成を進めていく。 
このため、市民のライフスタイル*11 やニーズに応じた行政サービスの提供

に向け、事務事業の見直しと合わせて必要な改善を図っていく。 
電子自治体*12 の推進にあたっては、情報セキュリティの確保に十分留意し、
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行政手続のオンライン化の推進、共同アウトソーシング*13 の推進、公的個人

認証サービス*14、住民基本台帳ネットワークシステム*15、住民基本台帳カー

ド*16、総合行政ネットワーク*17 などの利活用等により市民サービスの向上を

図り、業務改革を推進する。 
 

*11 ライフスタイル……生活の様式・営み方。また人生観・価値観・習慣などを含めた個人の生き方。 
*12 電子自治体……自治体がＩＴを活用し、住民の利便性・満足度の向上、行政運営の効率化などを実現す

るための取り組み。  

*13 共同アウトソーシング……複数の自治体で業務を標準化し、共同で各種情報システムの構築と運営を民 

間事業者等に外部委託すること。 
*14 公的個人認証サービス……国や地方自治体等への申請・届出が本人からのものであることを電子的に確認す

るため、地方自治体が個人を認証するサービス。 
*15 住民基本台帳ネットワークシステム……各地方自治体が管理する住民基本台帳を電子化し、コンピュータ  

ネットワークを介して共有するシステム。すべての国民の住民票に 11 桁のコード番号をつけて一

元的に管理することにより、行政サービスの合理化の推進や住民サービスの向上がはかられると

されている。 
*16 住民基本台帳カード……住民基本台帳ネットワークシステムでの本人確認に利用するＩＣカード。 

*17 総合行政ネットワーク……Local Government Wide Area Network 地方自治体のコンピュータネットワー

クを相互接続した広域ネットワーク。都道府県、市区町村の庁内ネットワークが接続されており、

中央省庁の相互接続ネットワークである霞ヶ関ＷＡＮにも接続されている。 
 
（２）市民と行政のパートナーシップ  

広範な面積を有する本市の中で、地域の特性を活かしたまちづくりを推進

していくためには、行政と市民の役割を明確にし、相互に情報の交換や提供

を行うとともに、他の公共団体、公共的団体、企業等とも行政課題や地域課

題を共有しながら事業の展開を図っていくなど、連携や協働関係を築いてい

くことが重要である。 
こうしたことにより、市民相互の連帯感がある地域コミュニティの構築と

ボランティア・ＮＰＯの活動、指定管理者制度やＰＰＰ*18 事業の積極的な活

用を図るなど、市民と行政が一体となった地域社会の発展をめざしていく。 

*18ＰＰＰ……Public Private Partnerships 行政が提供している公共サービスを民間に開放することで、コス

トの低減や質の向上、サービス提供形態の革新を実現しようとする取り組み。 

 

６ 公正の確保と透明性の向上 

（１）情報提供と説明責任  
地方分権による地方公共団体の権限の拡大に伴い、常に法令を遵守した行

政運営を行うとともに市民等への説明責任を果たす必要がある。そのため議

会や市民等のコントロールのもとに公正の確保と透明性の向上を図ることが

重要であり、市政運営のためには、必要な情報を市民に提供しながら信頼関
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係を築いていくことが大切である。 
その上で、施策の展開や事業の実施等、目的や内容、経過などを積極的に

市民に明らかにするため説明責任を果たし、公正で透明な行政運営を図って

いく。 
 
７ 経費の節減、合理化等財政の健全化 

（１）計画的・効率的な財政運営 
市にとっては、合併によるスケールメリットを活かし、合理化を図りなが

ら新たなまちづくりを展開していくことが最も大切である。 
そのためには、まず行政全般における事務事業を見直し、徹底した改革を

進めていかなければならない。 
特に、市の平成１７年度一般会計予算を見てみると経常収支比率が９３．

２%と硬直化し、極めて厳しい状況となっているため、早急に財政の健全化に

努めることが緊急の課題である。 
また、地方交付税についても合併特例法*19 によって合併後１０年間は旧町

の算定額で保障されることとなっているが、その後は５年間にわたって逓減

され、１５年後には市一本化で算定され約２５％減額されることとなってい

る。 
さらに三位一体改革の税源移譲は、地方交付税の財源調整機能の補完が十

分に措置されなければ、高齢者層の多い本市においては、生産人口の多い大

都市に比べ圧倒的に不利な状況となる。 
将来に厳しい状況が展望されるなかで、過度な起債発行や慢性的な基金の

取り崩しに依存しない健全な財政基盤を確立することが急務である。自らの

財政を分析することで将来的な市の方向性を明確にし、長期的な視点に立っ

た財政計画を策定するとともに、計画的・効率的に財政運営を行うため歳出

全般の効率化と財源配分の重点化を図るなど、主体的に財政構造の改善を図

る。 
また、市民等に対し、財政状況が総合的に把握できるような情報を可能な

限り、わかりやすい方法で提供することが必要であり、歳入歳出の状況や各

種の財政指標などの一般的なデータのほか、バランスシート*20 や行政コスト

計算書*21 も含め、積極的な公表を行うとともに職員や議会へ財政状況の認識

を共有できるよう研修を行う。 
① 健全な財政基盤の確立 

今後も地方交付税や地方税などの収入の伸びが見込めず、厳しい財政状

況が予測される一方で、新たな施設の維持管理や多様な社会情勢の変化に

対応する行政ニーズへの展開など、さらなる経費の増加が見込まれること

から、事務事業の見直しなどによる徹底した歳出の削減に努めるとともに、

将来的な見通しのもとに健全な財政基盤の確立に向けた取り組みを進める。 
② 経常経費の節減 

経常経費については、簡素で効率的な行政運営を常に意識しながら実行
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経費の節減・合理化に努め、予算の厳正な執行を図っていく。 
③ 自主財源*22 の確保 

自主的・安定的な行政活動を展開するためには、安定した自主財源の確

保が必要である。そこで三位一体改革における税源移譲の進展や税負担の

公正確保の必要性を踏まえ、地方税の徴収率の一層の向上に積極的な取り

組みを進める。 
また、その他の収入についても、徴収率の向上を図るとともに、市民負

担の公平性の確保や受益者負担の原則に立ち必要に応じて見直しを行う。 
 
*19 合併特例法……合併協議会の設置や住民発議制度。合併する場合の各種特例を定めた法律で、平成 11 年

に一部改正され、平成 17 年 3 月までに合併した場合、財政上の特例措置を設けている。 
*20 バランスシート……財政状態を示す表で、貸借対照表とも呼ばれる。一方に負債と資本を、他方に資産を記入

して両者を対比させる。資産・負債及び正味財産を金額で明示することができるので、経済活動の状況

を知ることができる。 

*21 行政コスト計算書……その年のみで消費される、人件費や発生主義に基づいて計上される減価償却費などを把

握した 1 年間の行政サービス活動のコストを示したもの。バランスシートとともに、今後の行政運営に

役立てていこうとするもの。 

*22 自主財源……地方公共団体が自主的に収入しうる財源。地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財

産収入、寄付金、繰入金、繰越金、諸収入がこれに該当する。 

 

８ 会館等公共施設の管理・運営 

（１）管理運営の効率化 
合併前に旧町の所有する施設は、ほとんどが市に引き継がれ維持管理して

いる。 
市の有する施設は約４００施設あり、旧町時に整備された類似施設もある。

さらに、これらの類似施設等は管理運営の方法が異なったり、利用が少ない

ものもみられる。 
また、地方自治法の改正により、市民サービスの向上と経費の節減等を目

的に公共施設の管理運営を民間事業者にも委ねることができる「指定管理者

制度*23」が設けられ、平成１８年９月までに直営か指定管理者への管理委託

かを明確にすることが必要となっている。 
したがって、既存の施設の管理のあり方については、施設ごとに行政とし

ての関与の必要性、存続すべきか、払い下げまたは廃止すべきかの検討を行

い、施設を存続する場合については、指定管理者に委託するか、直営とする

か、施設管理の選択を行う。 
存続させる施設は有効活用することを原則とするが、適切な管理運営に努

めることが大切であり、利用状況や利用価値がなお低いと判断される施設に

ついては適宜、縮小、統合、廃止していく。 
一方、新規の施設整備にあたっては、役割や機能、管理運営方法などに加

えて、将来的な維持管理などの経費や方法も視野に入れ、その必要性につい
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て十分な検討を行う。 
*23 指定管理者制度……これまで、公の施設の管理を自治体が外部に委ねる場合は、相手先が市の出資法人や

公共的団体などに限られていたが、今回の地方自治法の改正により、市議会の議決を経て指定され

た民間事業者を含む幅広い団体（指定管理者）に委ねることができるようになった制度。 
 

９ 公共工事の適正執行 

（１）公共工事のコスト縮減 
公共工事の実施にあたっては、国の「公共工事コスト縮減対策に関する行

動指針」に基づいて、計画・設計の見直しや工事発注の効率化、新工法の導

入などによる直接的な工事コストを低減することに加え、ライフサイクルコ

スト(施設の長寿命化、省資源・省エネルギー化等)を勘案し、総合的なコスト

の縮減を図っていく。 
 
（２）入札制度の改善 

公共工事等の入札制度については、入札・契約に対する市民の信頼を確保

するため、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、「公共工

事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」及び「公共工事

の品質確保の促進に関する法律」により、さらなる適正化に資する取り組み

を進める。適正な競争環境を整えるとともに透明性と公平性を確保し、適切

な入札方法の導入を図っていく。 
 
10 環境対策の推進 

（１）環境に配慮した取り組み 
地球温暖化、酸性雨、オゾン層の破壊など、環境問題は深刻化しているた

め、豊かな自然と共生する環境との調和をめざして、市の業務をはじめ市民

やボランティア・ＮＰＯ・企業等との連携を図り、環境の保全・創造の取り

組みや限りある資源を有効に活用するための省エネルギー対策を推進しなが

ら循環型社会*24 への構築に努めていく。 
 
*24 循環型社会……大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会を見直し、生産から流通、消費、廃棄に至るまで

の物質の効率的な利用やリサイクルを進め、天然資源の消費を抑制して、環境への負荷を低減する

社会。 


