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 本市では，昭和６１年３月に策定した「土浦市行政改革大綱」を皮切りに，

平成８年３月に国の指針を受けて策定した「土浦市行政改革大綱」，また，平成

１３年８月には「効率的で開かれた市政運営をめざして」を基本理念とする「土

浦市行財政改革大綱」と，その具体的な推進方策である行財政改革実施計画を

策定し，全庁を挙げて行財政改革の推進を図り，大きな成果を挙げてきました。 

そして，平成１８年４月には「パラダイムシフトへのチャレンジ」を基本理念

とした「第３次土浦市行財政改革大綱」を策定し，「協働」「健全財政」「効率・

効果」「人材育成」の４つの改革の視点と７つの基本方針のもと，より一層の行

財政改革の推進に取り組んできました。 

そのような中，国においては，「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月通知）を策定し，「総人件費」「公共サービス改

革」「公会計改革」の３つの項目について，「情報公開の徹底と住民監視」の下，

一層の行政改革を推進するよう求めました。 

さらに，平成２２年６月に閣議決定された「地域主権戦略大綱」において，「義

務付け・枠付けの見直し」，「基礎自治体への権限移譲」，「一括交付金の基本的

な考え方」，「国の出先機関改革の基本的な考え方」などが検討され，国と地方

公共団体の関係を新たなパートナーシップの関係へ根本的に転換し，住民主体

の発想に基づいた改革の推進が明示されています。 

一方，我が国の景気の動向は，大企業においては改善の兆しがうかがえるも

のの，中小企業，中でも地方においては，いまだにそれを実感できない状況に

あり，本市においても法人市民税を中心として市税収入の大幅な改善は見込め

ない状況です。 

このような中，少子・高齢社会や人口減少社会の進展に対応し，市民一人ひ

とりの夢と希望を実現していくためには，持続可能な行政経営が重要であると

ともに，継続的自立的な財政基盤を確立していくことが喫緊の課題であります。 

こうした現状を受け，「第３次土浦市行財政改革大綱」の計画期間の満了後，行

財政改革に関する国の動向を踏まえつつ，上位計画である「第７次土浦市総合

計画」の将来像を実現するための行財政運営の方向性を示す指針の一つとして，

「（仮称）第４次土浦市行財政改革大綱」を策定するものです。 

■ 大綱策定の趣旨 
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                   第３次土浦市行財政改革大綱   
                ～パラダイムシフトへのチャレンジ～ 
                    策定年度：平成 18 年３月 
                   推進期間：平成 18 年度～平成 22 年度 

                               

                                                       

                                                        
                                     

                                      

                                                                 
                                                                            

                                                    

国の動向 

・「地方公共団体における行政改革の推  
 進のための指針」     （平成 17 年） 
・「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） 
・「地域主権戦略大綱」   （平成 22 年） 

変化の激しい社会への対応 

・経済環境の変化への対応 

・少子・高齢社会への対応 

・人口減少社会への対応 
・地域の特性（独自性）の強化 

・組織の改革 

・協働の推進 
・ⅠＴ社会の進展 

第７次総合計画 

（基本姿勢） 

・行財政改革の推進と市民サービスの向上 

・市民と行政が一体となった協働のまちづくり 

（（（（仮称仮称仮称仮称））））第第第第４４４４次土浦市行財政改革大綱次土浦市行財政改革大綱次土浦市行財政改革大綱次土浦市行財政改革大綱    

推進期間推進期間推進期間推進期間：：：：平成平成平成平成 23 年度年度年度年度～～～～平成平成平成平成 27 年度年度年度年度    

土浦市行政改革大綱 

策定年月：昭和 61 年３月 
推進期間：昭和 60 年度～昭和 62 年度 

土浦市行政改革大綱 

  策定年月：平成８年３月 
  推進期間：平成８年度～平成 12 年度 

土浦市行財政改革大綱 

  策定年月：平成 13 年８月 
  推進期間：平成 13 年度～平成 17 年度 

     改革の視点 

（１）≪協働≫へのチャレンジ 

（２）≪健全財政≫へのチャレンジ 

（３）≪効率・効果≫へのチャレンジ 

（４）≪人材育成≫へのチャレンジ 

    基本方針 
（１）市民参加と協働 
（２）財政の健全化 
（３）効率的・効果的な行政運営 
（４）市民サービスの向上 
（５）民間活力の導入 
（６）職員の活用 
（７）組織・機構の改革 

   市を取り巻く環境 
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◆平成１７年に「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（新

地方行革指針）」が総務省から示され，新たな行政改革大綱の策定または従来

の行政改革大綱の見直しと集中改革プランの策定が全国の地方公共団体に求

められました。 

 

◆平成１８年「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」にお

いて，「総人件費」「公共サービス改革」「公会計改革」の３点について，「情報

公開の徹底と住民監視」の下に，より一層の行政改革の推進が求められました。 

 

◆平成２２年６月に閣議決定された「地域主権戦略大綱」において，「義務付け・

枠付けの見直し」「基礎自治体への権限移譲」「一括交付金の基本的な考え方」

「国の出先機関改革の基本的な考え方」などが検討され，国と地方公共団体の

関係を新たなパートナーシップの関係へ根本的に転換し，住民主体の発想に基

づいて改革を推進していくことが示されました。 

    

    

 

◆経済環境の変化への対応 

世界的な金融危機などの影響による，景気低迷と雇用情勢の悪化に柔軟に対

応し，自立可能な財政基盤の確立が求められています。 

 

◆少子・高齢社会への対応 

少子・高齢社会の進展により，安心して子育てや介護等のニーズに対応でき

る地域社会の構築が求められています。 

 

◆人口減少社会への対応 

我が国は，少子化の進展にともない人口が減少に転じ，まさに「人口減少社

会」へと移行してきており，本市においても人口減少社会への対応について対

■ 社会経済情勢の変化 

国国国国のののの動向動向動向動向 

市市市市をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境 
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策を講ずる必要があります。 

 

◆地域の特性(独自性)の強化 

「つちうら」の特徴を生かし，また新たに再発見し，全国に「つちうら」を

アピールして行くことが求められています。 

 

◆組織の改革 

今後５年間で職員が２００人以上退職する中にあり，効率的で機能的な組織

の構築が不可欠となります。 

 

◆協働の推進 

多様化する住民ニーズに適切かつ迅速に対応するため，市民・ＮＰＯ・事業

者などとの協働の推進が重要となります。 

 

◆ＩＴ社会の進展 

事務の効率化と省資源化を図るため，電子自治体の更なる推進や，また，市

民の利便性向上のため，セキュリティ認証制度を使った個人認証制度の充実が

求められています。 

 

 

 

 

 

◆行財政改革の推進と市民サービスの向上 

民間企業の厳しさをもった新しい視点により市政を点検し，行財政改革を徹

底して行うとともに，市民の満足度に基づいた市民サービスの向上に努めます。

また，財源の確保に努めるとともに，健全で効率的な行財政運営を行います。 

 

◆市民が行政と一体となった協働のまちづくり 

まちづくり市民会議や地区市民委員会，町内会，ＮＰＯ，ボランティア，事

業者など，多様な主体が，地域の問題に自らが取り組む環境づくりを進め，市

民等と行政が一体となった協働のまちづくりを推進します。また，情報の提供

や男女共同参画の推進，人権の尊重と平和の推進に努めます。 

第第第第７７７７次総合計画次総合計画次総合計画次総合計画（（（（基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢）））） 
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 本大綱は，第７次土浦市総合計画を下支えする計画の一つであり，総合計画

の基本理念を踏まえた「つちうら戦略プラン」の中において，重点事業として

掲げており，計画推進の基本姿勢である「行財政改革の推進」を支えるものと

して位置付けています。 

 そのため，本大綱は上記計画の理念や構想の下，他の部門別計画等との整合

性を図っていく必要があります。 

 また，本大綱は，「行財政改革大綱」と「実施計画」で構成しております。「行

財政改革大綱」は，本市の行財政改革の方向性を示したもので，それを具現化

したものが「実施計画」であり，この中で個別具体の項目に取り組みます。 

 

  

（国）「地方公共団体における行政改革

の推進のための指針」
「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」
「地域主権戦略大綱」

（仮称）第４次行財政改革大綱

(仮称）第４次行財政改革大綱実施計画

第第第第７７７７次次次次

土浦市総合計画土浦市総合計画土浦市総合計画土浦市総合計画

市の他の部門計画

■ 大綱の位置付け 



Ⅰ (仮称) 第４次土浦市行財政改革大綱策定にあたって 

 

   

 
  6 

 

 

 

 

 本大綱の推進期間は，平成２３年度（２０１１年度）から平成２７年度（２

０１５年度）までの５年間とします。 

 この期間内において，実施計画を推進し，毎年度その進捗状況について検証

を行います。 

 

20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626 27272727 28282828 29292929

土浦市行財政改革大綱

土浦市行財政改革大綱(実施計画）

土浦市第7次総合計画

土浦市第7次総合計画（基本計画）

土浦市第7次総合計画（実施計画）

基本構想

前期計画 後期計画

３ヵ年実施計画

第４次

第３次 第４次

第３次

 

 

■ 大綱の推進期間 
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 本大綱の策定にあたっては，パブリック・コメントを実施するとともに，学識

経験者や各種団体の代表者などからなる「行財政改革推進委員会」や，庁内検

討組織となる「行財政改革推進本部」，「幹事会」などにおいて協議し，策定す

るものです。 

 

  

行財政改革推進委員会
委員：１０人

市 民

幹事会

幹事長：市長公室長

幹事：各部の幹事課長

事務局

政策企画課長，

財政課長，総務課長，

人事課長，行政経営課長

各部・課

行財政改革推進本部

本 部 長：市長

副本部長：両副市長，教育長

本 部 員：各部長，教育次長，消防長，

議会事務局長

パブリックパブリックパブリックパブリック・・・・コメントコメントコメントコメント

意見意見意見意見公表公表公表公表

提案提案提案提案・・・・報告報告報告報告 審議審議審議審議・・・・提案提案提案提案

報告報告報告報告 指示指示指示指示

報告報告報告報告 指示指示指示指示

提出提出提出提出 各種調査各種調査各種調査各種調査

報告報告報告報告

指示指示指示指示

庁内推進体制庁内推進体制庁内推進体制庁内推進体制

 

■ 大綱の策定体制 



 

 

 

 

   （仮称）第４次土浦市行財政 

   改革大綱の基本的な考え方 

 

 

Ⅱ 
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 本市が目指す行財政改革は，不安定な社会経済情勢の中，財源の確保に努め

ながら，多様化する市民のニーズに的確かつ迅速に対応すると共に，継続的に

質の高いサービスを提供するため，持続的・自立的な自治体経営が可能な行財

政システムを構築することです。 

 そのためには，すべての職員が市民の目線に立ち，考え行動すると共に，日

頃から「効率・効果」・「協働」を念頭に，コスト意識と「選択と集中」を心が

け，職務に取り組むことが大切です。 

 また，職務遂行に当たっては，透明性・公平性の確保に努めることは言うま

でもなく，市民の信頼と協力を得ながら，それぞれの役割分担の下，一体とな

ったまちづくりを推進します。 

 

 

「○○○○ △△△△ □□□□」 

 
 

 

 

■ 基本理念 
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（（（（１１１１））））市民市民市民市民のののの参画参画参画参画とととと協働協働協働協働のののの推進推進推進推進

（（（（２２２２））））市民活動市民活動市民活動市民活動とととと地域活動地域活動地域活動地域活動のののの促進促進促進促進１１１１ 協働協働協働協働によるによるによるによる

まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの推進推進推進推進

（（（（３３３３））））公正公正公正公正でででで透明性透明性透明性透明性のののの高高高高いいいい行政運営行政運営行政運営行政運営

のののの推進推進推進推進

２２２２ 持続可能持続可能持続可能持続可能なななな
財政運営財政運営財政運営財政運営のののの推進推進推進推進

（（（（２２２２））））歳入歳入歳入歳入のののの確保確保確保確保

（（（（１１１１））））効率的効率的効率的効率的・・・・効果的効果的効果的効果的なななな歳出構造歳出構造歳出構造歳出構造

のののの構築構築構築構築

（（（（３３３３））））経営健全化経営健全化経営健全化経営健全化へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ

３３３３ 効率的効率的効率的効率的・・・・効果的効果的効果的効果的
なななな行政運営行政運営行政運営行政運営

（（（（５５５５））））地域主権地域主権地域主権地域主権にににに対応対応対応対応したしたしたした行政経営行政経営行政経営行政経営

のののの推進推進推進推進

（（（（１１１１））））行政運営行政運営行政運営行政運営のののの効率化効率化効率化効率化

（（（（６６６６））））市民市民市民市民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

（（（（２２２２））））公共施設公共施設公共施設公共施設のののの効果的効果的効果的効果的なななな配置配置配置配置・・・・運営運営運営運営

（（（（４４４４））））外郭団体外郭団体外郭団体外郭団体のありのありのありのあり方方方方のののの見直見直見直見直しししし

（（（（３３３３））））民間活力民間活力民間活力民間活力のののの導入導入導入導入

４４４４ 機能的機能的機能的機能的なななな組織組織組織組織・・・・

人材人材人材人材づくりづくりづくりづくり

（（（（１１１１））））効率的効率的効率的効率的なななな組織組織組織組織・・・・機構機構機構機構のののの構築構築構築構築

（（（（２２２２））））地域主権地域主権地域主権地域主権にふさわしいにふさわしいにふさわしいにふさわしい人材人材人材人材のののの育成育成育成育成とととと

活用活用活用活用

基本理念基本理念基本理念基本理念 改革改革改革改革のののの基本方針基本方針基本方針基本方針 改革改革改革改革のののの具体的具体的具体的具体的なななな方策方策方策方策

タ
イ
ト
ル

市民市民市民市民のののの視点視点視点視点 協働協働協働協働のののの視点視点視点視点
健全財政健全財政健全財政健全財政のののの視点視点視点視点

改革改革改革改革のののの視点視点視点視点

■ 大綱の体系 
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行財政改革の本来の目的は，限られた財源を効果的に活用し，市民満足度の

高い市民サービスにいかに結び付けていくかということにあります。 

これを実現するため，以下の３つの視点により行財政改革を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の視点 

行政運営の基本は，いかに最少の経費で最大の効果を挙げ，住民福祉の

増進を実現していくかにあります。このため，常に市民の視点により，行

政サービスの在り方や市民ニーズを的確に把握しながら，最も効率的な方

法によって満足度の高い行政サービスを安定的に提供することが重要と

なります。 

 

協働の視点 

地域主権の行政経営が求められている中，「自分たちのまちは，自らが

創る」といった意識の下に，まちの主人公である市民，団体，事業者と行

政が相互にパートナーシップを確立し，それぞれの責務と役割分担によ

り，市民協働のまちづくりを推進します。 

 

健全財政の視点 

「入るを量りて，出づるを制す」を財政運営の基本に据え，これまで行財

政改革に取り組んできた結果，財政状況は健全な水準を維持しています。

しかし，社会経済情勢はいまだ不安定で予断を許さない状況にあることか

ら，将来にわたって自立的で持続可能な行財政基盤の確立を目指します。 

 

■ 改革の視点 
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本市では第７次総合計画に掲げる将来都市像を実現するため，「行財政改革の

推進と市民サービスの向上」，「市民と行政が一体となった協働のまちづくり」

を基本姿勢として位置付けています。 

これらの基本姿勢を具現化するためには，将来に渡り自立可能な財政基盤の

確立が必要であり，限られた行政資源で最大の効果を上げることが重要です。 

また，これらを強く推し進める原動力となる人材と組織が不可欠となること

から，次の４項目を改革の基本方針と定め行財政改革の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ １ 協働によるまちづくりの推進 ◆ 

 

これまでの市民との協働によるまちづくりの成果により，市民の間に「協働」

の意識が定着し，各般にわたりその広がりを見せてきています。 

一方で，すべてを行政に頼る体質が見受けられるのも事実です。 

市民協働のまちづくりをより一層推進するためには，「市民と行政の協働」と，

「市民相互の協働」の二つの協働が活発に展開される地域社会を築き上げるこ

とが大切であり，成熟した社会の実現に繋がります。 

そこで，「自分たちのまちは，自らが創る」という意識の醸成を図り，市民と

■ 改革の基本方針 

１ 協働によるまちづくりの推進 

２ 持続可能な財政運営の推進 

３ 効率的・効果的な行政運営 

４ 機能的な組織・人材づくり 
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行政が対等なパートナーとして，互いの立場や役割を尊重し，共に考え行動す

る「協働意識」の涵養に努めます。 

また，「市民力」「地域力」の向上を図るため，地域のまちづくりをリードす

る人材の育成にも努めます。 

 

◆ ２ 持続可能な財政運営の推進 ◆ 

 

先行き予断を許さない経済情勢の中，将来にわたって質の高い行政サービス

を提供するためには，持続可能で安定的な行財政基盤の確立が不可欠であり，

税などの歳入確保の取組を強化するとともに，施策の優先順位の明確化と施策

の厳選により歳出の抑制に努めます。 

また，公平性の観点から，特定のサービスに対する応分な負担など，受益者

負担の適正化についても幅広く検討します。 

 

◆ ３ 効率的・効果的な行政運営 ◆ 

 

地方公共団体の責務となる「最少の経費で最大の効果を上げる」という原則

の下，多様化する市民ニーズや厳しい財政環境などに対応していくため，市民

の視点に立った行政サービスの在り方を的確に把握しながら，事務事業の縮減

や廃止を含め検証し，簡素で効率的・効果的な行政運営をより一層追求します。 

また，効率化を図ることにより，環境負荷を低減し，地球環境の保全に努め

ます。 

さらに，地域主権に対応した行政経営が求められている中，市の施策を時代

の変化に応じて見直し，「選択と集中」の視点で経営資源を配分し効果的な市民

サービスの向上を図ります。 

 

◆ ４ 機能的な組織・人材づくり ◆ 

 

新たな行政課題に対応するため，組織の整理統合を進め，弛むことのない簡

素で効率的かつスリムな組織・機構の改革を推進します。 

また，より高度化・多様化する行政課題に対して迅速かつ適切に対応するた

め，職員一人ひとりの能力・資質の向上を図るとともに，あわせて定員の適正

化に努めます。 

   

 



Ⅱ (仮称) 第４次土浦市行財政改革大綱の基本的な考え方 

 

   

 
  14 

 

    

    

 

 

改革の具体的な方策 

(１) 市民の参画と協働の推進 

これまで取り組んできた市民参画と協働をより一層推進するため，協働

意識の更なる啓発を図ります。 

市民との協働による事業について，市民の提案による事業化の展開を図

るなど，協働事業の充実・拡大に努めます。 

 ○より一層の市民協働意識の啓発   ○協働事業の充実・拡大 

 

(２) 市民活動と地域活動の促進 

地域で活躍している市民団体への情報提供や連携強化により，活動の充

実を図るとともに，地域活動の促進のため，まちづくりをリードする人材

の養成に努めます。 

また，協働の担い手としてのＮＰＯについては，法人化を促進するとと

もに協働・連携を進めます。 

さらに，市役所職員も一市民として地域の市民活動に率先して参加する

ことで，市民活動の活性化を促進します。 

○各市民活動団体の協働・連携   ○ＮＰＯ法人化の促進と連携 

 

(３) 公正で透明性の高い行政運営の推進 

市民ニーズを的確に把握するため，政策立案などの各段階において引き

続きパブリックコメントを実施し，市民の意見や考えを市政に反映します。 

また，施策や事業の情報等の発信を充実し，積極的な情報公開に努めま

す。 

 ○ホームページによる情報提供の充実   ○市民ニーズの反映 

 

 

 

 

 

 

協働によるまちづくりの推進 基本方針基本方針基本方針基本方針    １１１１    

■ 改革の具体的な方策 
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改革の具体的な方策 

(１) 効率的・効果的な歳出構造の構築 

既存の事務事業の総点検により，実施方法の見直しや縮減・廃止を図る

など経常経費の縮減に努め，弾力的で持続可能な歳出構造を構築します。 

  ○経常経費の縮減   ○施策・事務事業の見直し 

 

(２) 歳入の確保 

社会経済状況の変化に対応し，柔軟で持続可能な行政サービスを提供し

ていくためには，安定した財源や新たな財源の確保が重要です。このため，

財源の根幹である市税について，課税のより一層の適正化を図るとともに，

「市税滞納アクションプラン」に基づき，市民と行政が一丸となって市税

滞納の一掃を目指した取組を進めます。 

また，新たな歳入を確保する観点から，「売却などを含めた保有資産の有

効活用」や広告収入等の拡充，各種使用料等の見直しによる受益者負担の

適正化など，引き続き歳入の確保を図ります。 

○市税等の収納率の向上   ○保有財産の有効活用 

○広告収入等の拡充     ○受益者負担の適正化 

 

(３) 経営健全化への取組み 

これまでの行財政改革の取組により，本市の財政状況は健全な水準を維

持しています。今後も中・長期的な視点で計画的な財政運営の堅持に努め

ます。 

また，市債については，実質公債費比率やプライマリーバランスなどの

各種指標に留意しつつ，「選択と集中」の視点で事業を厳選し，持続可能な

財政運営に努めます。 

 ○健全財政の維持    

 

 

 

 

 

 

持続可能な財政運営の推進 基本方針基本方針基本方針基本方針    ２２２２    
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改革の具体的な方策 

(１) 行政運営の効率化 

市が実施している事務事業について，事務手続きの更なる簡略化を図る

とともに，行政評価による効率性・有効性・目的妥当性の検証を行い，事

務事業の改善点・必要性を追求します。 

業務の効率化・高度化や利便性の高い市民サービスの充実のため，情報

通信技術を積極的に活用するとともに，情報関連経費の抑制に向け情報シ

ステムの最適化を図ります。 

 ○行政手続きの見直し   ○情報システムの効率的な活用 

 

(２) 公共施設の効果的な配置・運営 

公共施設については，地域の特性やバランスに配慮するとともに，中長

期的な視野で市民ニーズを的確に捉え，適正な配置と整備を検討します。 

また，公共施設の休館日や開館時間などについては，利用者の側に立っ

た弾力的な施設運営を検討します。 

○公共施設の管理等の最適化   ○既存施設のあり方の見直し 

 

(３) 民間活力の導入 

これまで行政運営の効率化と行政サービスの向上を図るため，民間と行

政の役割を明確にしたうえで，民間において担うことのできるサービスに

ついては，委託や指定管理者制度を利用するなど民間活力の導入を図って

きました。今後も，引き続き効率的・効果的な行政運営の実現のため，事

務事業の総点検により民間活力の更なる導入を進めます。 

 ○民間委託の拡充   ○指定管理者制度の積極的な活用 

 

(４) 外郭団体のあり方の見直し 

 土地開発公社については，これまで経営健全化計画に基づき，計画的な

買戻しにより保有土地を縮減し順調に健全化しております。今後も引き続

きより一層の健全化を図ります。 

また，市と密接な関係にある産業文化事業団や観光協会などについては，

公益法人制度改革への対応を図るとともに，改めて団体の設立趣旨や今日

的視点から求められる団体像を再確認し，今後の事業展開を見据えたうえ

効率的・効果的な行政運営 基本方針基本方針基本方針基本方針    ３３３３    
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で，適切な組織のあり方について検討します。 

 ○外郭団体の統廃合を含めた事業運営の見直し   ○組織の活性化 

    

    

(５) 地域主権に対応した行政経営の推進 

地域主体の発想に基づいた改革の推進が，これまで以上に求められる時

代にあって，今まで以上に地域住民のニーズの把握に努め，自らの判断と

責任により地域の実情に見合った適切な施策等を講じます。 

 ○権限移譲への対応   ○近隣自治体との連携 

 

(６) 市民サービスの向上 

 著しく変化する社会情勢の中，市民ニーズは常に変化し多様化していま

す。その市民ニーズに迅速かつ的確に対応するため，市民の視点に立ち，

サービス水準と利便性の向上に取り組み，市民満足度の高いきめ細やかな

サービスの提供を目指します。 

  ○窓口等市民サービスの充実   ○各施設の利便性の向上 

 

 

 

 

改革の具体的な方策 

(１) 効率的な組織・機構の構築 

市民の行政に対するニーズはますます多様化・高度化しており，新たな

行政課題に対して迅速かつ適切に対応することのできる組織が求められて

います。この目的を実現するため，各部課間の連携強化による円滑な事務

処理の実現と組織の整理統合を進め，組織のスリム化・効率化を弛むこと

なく実施し，あわせて定員の適正化を図ります。 

 ○組織の統廃合   ○効率的・効果的な人員配置 

 

(２) 地域主権にふさわしい人材の育成と活用 

地域主権時代の到来にともない，自主性・自立性の高い行政運営を推進

するため，それを支える「プロフェッショナル」な人材の育成を図ります。 

また，コンプライアンスの徹底や組織・職責を越えた情報の共有化を図

るとともに，知識・技術を確実に継承する体制を構築するなど，職員の資

機能的な組織・人材づくり 基本方針基本方針基本方針基本方針    ４４４４    
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質向上を図るための取組を行います。 

 ○人材育成機能の強化   ○職員力の向上 
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