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Ⅰ　はじめに

分権型社会システムの転換が求められる今日、地方公共団体においては、人口減少時代の到
来、住民ニーズの高度化・多様化など社会情勢の変化に一層適切に対応することが求められていま
す。

現在、我が国の行財政を取り巻く環境は厳しく、政府は国・地方を通じる行政改革の推進に強力に
取り組む姿勢を打ち出しています。

広陵町では、これまで第１次、第２次の行政改革大綱に基づき、積極的に行政改革の推進に努め
てきたところでありますが、その進捗状況については住民の目は厳しいものとなっています。これら
の状況を改めて認識し、さらなる改革を進めていくことが必要であります。

平成１７年３月２９日に総務省から「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」
が公表され全国の地方自治体に対し、この指針を参考により一層積極的な行政改革の推進に努め
るよう助言がありました。特に少子高齢化による人口減少時代を目前に控え、国、地方を通じた厳し
い財政状況の中で、今後の我が国は、地方公共団体が中心となって住民の負担と選択に基づき
各々の自治体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に転換していく必要がある
としています。

広陵町においても公共サービスのあり方を再検討しながら、行政の果たすべき役割が改めて問わ
れています。また、ＮＰＯ活動等の活発化など公共サービスの提供の仕組みも整えていく必要に迫ら
れています。町は地域の様々な力を結集し、「新しい公共」を形成するため公共サービス体制の大幅
な見直しを行う必要があります。

  今回の第３次広陵町行政改革大綱を策定するにあたっては、平成１６年１２月に広陵町行政改革
推進委員会（以下「委員会」という。）へ諮問を行い、委員会において１８回にわたる熱心な議論を経
て、１８年７月に得た答申の内容を最大限に反映し、行政改革大綱を策定しました。

第３次広陵町行政改革大綱の基本的な考えは、行政と住民が共に将来の広陵町のあるべき姿を
見据え、これまでの行政改革の精神を引き継ぎながら、さらに高度な住民サービスを作り上げていく
ことだと考えます。少子高齢化等社会情勢に的確に対応し、新たな行政課題や住民ニーズに即応で
きる組織づくりと、そこから生まれる機敏な施策の展開ができる行政運営が不可欠であり、このこと
が、広陵町総合計画の目標である「次代を担う子どもたちが健やかに育つよう」また、「定住志向を高
める」ことに近づけることになり、行政の視点を百年先までも見据えることができるものであると考え
ます。

第３次広陵町行政改革大綱を推進するため、５箇年計画の実施計画を策定し、今後の具体的な取
り組みや結果については、町長を本部長とする「広陵町行政改革推進本部」を中心とし、全職員で改
革に取り組みます。また、住民および行政改革推進委員会に積極的な情報公開をいたします。
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Ⅱ  基本方針

　　１ 健全な財政基盤の確立

　　２ 時代を切り拓く行政経営の展開

　　３ 住民とともに歩む町政の推進

    　地方分権型社会への転換が求められる今日、少子・高齢化社会と人口減少時代の到来のもと、地

　　方分権の進展及び三位一体改革の進捗など広陵町を取り巻く社会経済情勢が厳しくなっていく状況

　　の中で、新清掃施設建設を最重要課題とする町に与えられた課題は大きい。

　　べき行政改革の基本方針を次の通りとする。

　　　　経常収支比率や公債費比率等の財政指標に注視しながら財政の健全化に努める。

          公共サービスの水準を維持しながら、少ない財源で効率的に事務事業を執行する経営体制を

　　　　の積極的な提供と、住民参加促進のための町のバックアップ施策の整備を進める。

　　　　していくためには、住民との協働はもとより、行政経営の観点で行政の役割や組織体制の見直

　　　　て行くことが求められている。住民と行政があらゆる情報を共有し、町政への住民参画と民間

　　　　の活動が活発化してきていることから、住民と行政の役割分担を明らかにし、共に力を合わせ

Ⅲ  改革の視点
　　１　住民との協働による改革を進める

　　　　しも図っていく。

　　　　

　　　　　限られた財源の中、厳しい財政状況が続くものと予想される。事務事業評価システムを活用

　　　　　費用対効果などの経済性や成果を重視した企業経営の理念や手法などの発想を取り入れ、

　　　  （２）住民との協働による町政の推進

　　　　　　・「広陵町のまちづくりの各種会議」を開催

　　　　　　・住民との協働による図書館等運営の推進

　　２　経営感覚を磨き、やさしさと、スピード・コスト・成果重視の改革を進める

　　　　　住民ニーズが多様化、高度化するなかで、行政がすべてのニーズに対応することが難しくな

　　　　ってきている。また、住民のまちづくりへの参加意識の高まりとともにＮＰＯやボランティア

　　　　活力を活用した住民サービスを推進する。

　　　　（１）スピーディーでやさしさのあるサービスの提供を目指す

　　　　　　・携帯電話、パソコンを利用した生活支援システムの開発

　　　　　　・バランスシート・行政コスト計算書等財務諸表のわかりやすい公表の実施

　　　　　　・「仮称・住民協働まちづくり推進条例」の制定検討

　　　　（１）住民と情報を共有し、町政への住民参加を進める

　　　　　　・インターネット等による多様な広報公聴手段の採用

　　　　　　・押印・申請・許認可等の手続の簡素化・迅速化の推進

　　　　「スピーディー」で「やさしさのある」サービスの提供を目指す。

　　　　　　・住基カードを活用した多目的サービス提供の検討

　　　　　　・公共工事コストの縮減等

　　  　（３）職員の経営感覚を磨き、意識改革の徹底を図る

　　　　　　・職員の意識改革に努め「やさしさ日本一」の行政を目指す

　　　　　　・町政問合わせセンターの設置等導入検討

　　  　（２）経営感覚を取り入れ、競争原理を意識し最小のコストで最大の成果を目指す

　　　　　　・公の施設の管理運営の見直し（指定管理者制度の導入）

　　　こうした情勢の変化を改めて認識の上、さらなる改革を進める必要があるため、広陵町の進める

　　　　確立する必要がある。地域の実情にあった総合的な公共サービスを、限られた財源の中で提供

　　　　　行政改革の成果を挙げるためには、行政内部だけの努力にとどまらず、住民の自発的・積極

　　　　

　　３　目標を設けた計画的な改革を行う

　　　　　　・各取組事項に年度の目標を設定し計画的に推進する

　　　　　　・民間委託化の推進

　　　　した事務事業の簡素・効率化をはじめ、補助金の整理等健全化に努める必要がある。引き続き

　　　　的な行政各分野への参加を必要とする。住民が主体的にまちづくりに参加できるように町情報
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　１ 健全な財政運営の推進

　

　

　 　   　ア  各種事務事業の見直し

　   　　 ・予算編成と連動した行政評価システムの導入

　   　　 ・研修会、協議会等への参加の見直し

　 　   　イ  一般行政経費の節減

　　  　　・事務改善に向けた、職員提案制度の活用

　

　　　　 ・補助金等の整理合理化の推進 　　　　

　　　　 ・補助金等の新設の抑制

　　　 　・補助金等の対象・負担割合の適正化

　【取組み】

　　補助金や交付金については、行政が関わる必要性や経費負担のあり方、行政効果

　【取組み】

【方　針】

　等を精査し、補助が必要な場合にも終期を設定するなど新設の抑制や整理・合理化

　　  ② 補助金等各種制度の整理・見直し

  に努める。

 Ⅳ  行政改革の具体的な方策

　　　地方財政を取り巻く環境は、景気の長期低迷の影響など依然として財源の確保が厳し
　　い状況が続いている。住民福祉の向上のためには、経費全般について見直しを行い、節
　　減合理化を進め、限られた財源の中で事業を選択し、予算の厳正な執行に努め財政構造
　　の改善を図る必要がある。また、歳入の根幹である地方税について課税客体の的確な把
　　握、滞納整理の更なる推進等により収納率の向上を図り、自主財源の確保に努力する。

　（１）事務事業の見直し

　　　　限られた財政状況の中で、新たな行政課題や社会経済情勢の変化に的確に対応して
　　　いくためには、事務事業について絶えず見直しを行い、緊急度の高いものを選択し、
　　　効率的な事業の実施を図るとともに、住民サービスの向上を基本とした事務手続の簡
　　　素化と効率化を十分考慮し、より一層の事務事業の見直しに努める。　　

　　　① 事務事業の簡素・効率化

【方　針】

　　とともに、経費については徹底した節減と効率化に取り組む。

　事務事業の必要性や有効性等を再度精査し、事務事業の重点化や質的充実を図る

3 



　　　　　・各種基金の適正な運用（低金利時代に対応した基金の有効運用）　　 　　　
　　　　　・遊休土地などの処分や有効活用等
　　　　　・歳計現金の有効運用
　　　　  ・公債費の増加と起債制限比率の上昇の抑制
　　　　　・起債の繰上償還と借換えの継続的取組み

　

　　 ・公共施設の再配置と統廃合の検討（サンワーク、グリーンパレス、交通公園、
                                                     グリーンライフ真美ヶ丘）
     ・公共施設運営の改革（サンワーク、グリーンパレス）
     ・総務課で公共施設用地の借地契約事務を一括審査する

         ・公共施設省エネルギー化の促進

　　　 　・下水道会計繰出金の見直し
　　　 　・特別会計繰出金の見直し

【取組み】

　【取組み】

【取組み】

【方　針】

　のや、施設等によっては、維持管理費等において相当な経費が投入されており、今

　後、公共施設の配置と運用については、適正配置の観点から見直しを行う。

　　　③ 財産（基金等）の有効活用

　　新たな土地の取得については、特に慎重を期するとともに、遊休土地等行政効果

　　　④ 公共施設の適正配置と管理運営の見直し

　　また、サービスの向上と運営の効率化に留意し、見直しを行うとともに、管理委

　託等においては、公共施設間の連携を図り、施設の有効利用と維持管理費の節減を

　　公共施設の省エネルギー化の促進を図る。

　　　⑤ 庁舎省エネルギーの推進

【方　針】

　図る。

　　住民ニーズの多様化の中で公共施設の整備が図られているが、運用が類似したも

【方　針】

　を発揮していない資産がある場合には、処分や有効活用について検討する。

　　企業会計等への繰出金の見直しを進める。

　　　 ⑥ 公営企業等への繰り出しの見直し

【取組み】

【方　針】
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　　 　・大型計画事業以外の経常的な公共事業費を平成１６年度の９０％程度に抑制

　　　ア 工事の効率的な実施
　　　　・年間工事計画の策定による工期短縮

　 　　　　・部署間の横断的な調整部署の設置

　 　　　イ 工事のコストの低減
　　　　・民間的視点での設計積算の検討
　  　　・工事箇所の集中化による時間的コストの低減
　　　　・他事業との連携

　 　　　　・ＧＩＳ（地理情報システム：Ｇeographic Ｉnformation Ｓystems）の活用による工事期間の短縮
　 　　　　・設計、積算について見直し
　

　 　　　　・入札制度の見直しによりさらに競争原理の働く制度の検討

　　厳しい財政環境の下、社会資本整備を着実に進めていくために、経常的な公共工

【方　針】

　（２）公共事業の見直し

　事の抑制を図るとともに、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・契約事務の改善について取り組みを進める。

　　　① 公共事業の抑制

　　　② 公共工事コストの縮減等

　　　③ 入札・契約方式の改善

【取組み】

【取組み】

【取組み】
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　　　　行政サービスの提供にかかるコストを十分検証し、受益と負担について徹底 した見直し
      を行うととも に、町税等の自主財源の確保に努める。

　

              ア  使用料の見直し
　　　　　　　　・公共施設等使用料の見直し
　　　　　　　　　（竹取公園駐車場、ちびっこゲレンデ、町営駐車場・駐輪場など）
 　　　　　　　 ・下水道使用料の改定
 　　　　　　　 ・グリーンパレス宿泊料金の改定
 　　　　　　　 ・サンワーク広陵（平成19年4月から「はしお元気村」）使用料の改定

    　 　　　 イ 手数料の見直し
　　　　　　 　 ・事務処理手数料の見直し（印鑑の再登録等窓口手数料）
　　　　　　 　 ・ごみ収集の有料化

　　　　　 ・専門職の臨時雇用と職員の収納技術の向上
　　　　　 ・国、県との連携による滞納者への差押え推進
　　　　　 ・自主納税体制の確立
　　　　   ・町税口座振替加入率を平成１９年度末までに５％アップする
　　　　 　　　（平成１７年度末口座振替加入率５５％）
　　　　 　・休日・夜間徴収の導入による夜間徴収の強化
　　　　 　・税、国民健康保険税、介護保険料の収納部門の一元化を継続
　　　　 　・管理職による滞納収納体制「納税推進委員会」の継続
　　　　   ・パート職員による電話督促・納税相談の実施
　　　　   ・新しい税財源の導入を研究

　

【取組み】

　（３）受益者負担の見直し

　　　① 使用料及び手数料の見直し

　　　受益と負担の適正化を原則とした、公平で公正な使用料と手数料の設定に努め

　　る。（使用料の改廃）

【方　針】

　　　② 収納体制の強化と自主財源の確保

　　公平性と自主財源確保の観点から、これまで以上に課税客体の適正把握に努める

【取組み】

【方　針】

　ほか、新たに時差出勤制の導入による夜間徴収等、経費をかけない効率的な徴収策

　の導入などにより収納体制の一層の強化を図る。

　　また、新たな税財源の導入を研究する。

　　　・固定資産税の減免制度を見直す

　　　③ 各種減免制度の見直し

【方　針】

　　住民の税負担の公平性・公正性の観点から各種減免制度の見直しを行う。
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　　　 　　・人員配置の適正化（超過勤務の解消）
　　　　　 ・定員管理計画の策定

　　　　　 ・適正な開発の推進

　

　　　　　 ・広陵町農業特区「元気でやさしい生きがい特区」活用

　　　　　 ・各種特区制度を活用した施策の研究推進

【取組み】

【取組み】

【方　針】

【取組み】

　面から大きな開きがあるため準拠・適正化していくとともに、職員個々の能力と実

　た、定員管理適正化計画についても、必要に応じて計画の見直しを行うなど、弾力

【方　針】

　（５）社会状況に対応した計画等の見直し

　　　① 都市計画用途地域の見直し

　績に応じた給与制度の検討を行う必要がある。

　　また、給与水準については、国家公務員の給与制度に比べ、学歴、年令という側

　的運用を行い、定員管理については住民サービスの低下をきたさぬよう、事務事業

　の見直しにより、民間委託や計画的な職員採用等で、定員管理の適正化に努める。

　　定員管理については、新規の行政需要に対しても事務事業の見直し、電算化等を

　推進しながら、 スクラップアンドビルドを基本とし、 極力定員の抑制に努める。ま

　　地方分権の推進や介護保険、住民ニーズの多様化・高度化に対応した行政運営に

　は今まで以上の財源が必要となるうえ、安定的な財源を確保する必要がある。

　　そのため、適切な土地利用の転換や産業の振興を図ることにより新たな財源確保

　に努める。

　　構造改革特別区域制度は、特色あるまちづくりや民間事業者のビジネスチャンス

  を拡大するために、地方公共団体や民間事業者等の自発的な立案によって、特定の

　　  ② 構造改革特区の活用

【方　針】

　区域に限定してその地域の特性に応じた法規制特例を設け、経済を活性化させるた

　（４）定員管理と給与の適正化の推進

　めの制度であり、行政としては地域活性化方策の大きな柱として研究し活用してい

　くことが必要である。
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【方　針】

　　　・広域行政サービス拡充の検討

【方　針】

　　　・国、県からの合併情報の積極的な収集と研究体制の確保　　　　 

　　実的な知識や情報を蓄積しておくことが必要である。

【取組み】

　　　④ 市町村合併への研究と推進

　　　市町村合併は、効率的な行政運営を図っていくなかで避けては通れない問題で

　　ある。このため、合併推進や協議に際し自治体内部又は自治体間において起こり

    うる問題点や争点を自ら整理・分析を行うとともに研究を重ねることで、より現

【取組み】

　　　広域行政は町単独では運営が難しい規模の大きな行政サービスを実施している

　　が、共同する課題の解決や、各種公共施設等の共同利用・運営などを推進するこ

    とで住民サービスが向上する。

　　　③ 広域行政サービス拡充の検討
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　　　　　 ・歴史センターの誘致（県施設）

　　　　　 ・「感動！広陵やさしさ大賞」等の創設

　　　　　 ・押印・申請・許認可等の手続の簡素化・迅速化の推進

　　　　　 ・郵便局とのサービスカウンター業務連携の拡充検討

　　　　　 ・介護保険受付窓口と福祉の総合窓口の統合検討

　　　　　 ・子育てに関する相談窓口の一元化検討

　　　　　 ・役所サポーターなど住民による役場手続案内の検討
      　  ・小さな役場「サービスカウンター」の機能充実と箇所拡充

　 　　　　ア 情報基盤の整備・活用

　　　　　   ・高度情報社会に対応する光ファイバーによる超高速大容量通信網「大和路情

　　　　　　　 報ハイウェイ」の活用

　　　　　   ・公的個人認証サービス等の基盤活用による電子自治体の推進

　　庁舎内での窓口サービスに関しては、「窓口がわかりにくい」、「複数の手続が

　１箇所で出来ない」など不便さの改善を図る。住民の町政への信頼を得る窓口でも

　あることから、親切で十分な業務知識に基づいた的確な対応や、総合窓口としての

　２ やさしさ行政と住民サービスの向上

【取組み】

　　　　① 夢のある行政の推進

【方　針】

　は、住民とともに「夢のある行政」も進めていくことが必要である。夢のある住民

　サービスを基本とした施策を推進することで、「元気でやさしいまちづくり」の実

　現を図る。

　めには、事務事業の精査と、効率的な事業の実施が求められているものの、一方で

　住民サービスのあり方を再検討し、住民の立場に立った窓口サービスなど、住民の

　　　② 窓口サービス等の向上

　（１）住民サービスの質的向上

　　限られた財政状況の中、新たな行政課題や社会経済情勢の変化に対応していくた

【取組み】

【方　針】

　満足度を高める。

　障害者等にも配慮したシステムを構築する。

【取組み】

　　簡素化、迅速化など利便性の向上及び経費の節減等を図るため、インターネット

　等を利用した情報提供、電子窓口、電子申請などの各種サービスについて高齢者や

【方　針】

　　　③ ＩＴを活用したサービスの向上
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　　　　 　イ 町政情報の電子的手段による提供

　　　　　　 ・ホームページの刷新

　　　　　　 ・住民、ボランティア、ＮＰＯ等が利用できるＷＥＢコミュニティの検討

　　　　　　 ・ Ｉ Ｔ を利用し住民の視点に立った窓口サービスのワンストップ化（手続が出来るだ

　　　　　　　 け１箇所で終わるサービス）を検討

　　　　　　 ・町議会本会議のインターネット中継検討

　　　　　　 ・福祉・保健の電子総合窓口の構築検討

　　　　    ウ 申請・届出等手続の電子化

　　　　　　　・インターネット等を利用した申請・届出等手続

　　　　　　　・電子申請に向けた、各種システムの導入検討

　　　　　　　・各種施設利用予約システムの構築

　　　　　　　・インターネットを利用した町県民税の申告

　　　　　　　・住基カードを活用した多目的サービス提供の検討

　　　　    エ 電子総合窓口の構築

　　　　　　　・各種手続き総合案内システムの導入検討

　　　　　　　・福祉・保健の電子総合窓口の構築検討
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　　　　　 ・幼稚園、保育園の統合・一元化を図る

　　　　　 ・グリーンライフ真美ヶ丘、交通公園の管理運営
　　　　 　・指定管理者制度の導入検討

　　　　　 ・開館時間の延長など施設利便性の向上

　　　　　 ア 民間委託化の推進

　　　　  　 ・保育園・小学校給食調理業務

　　 　　 　 ・学校管理業務の一部委託化

　　　　 　　・幼稚園・保育園の民営化

 　　　　 　 ・行政配布物の配達

　　　　　 　・広報紙作成業務

　　　　　 　・図書館業務

　　　　　 イ 民間活力による公共施設等の整備

　　　　　　 ・新清掃施設のコミュニュティ施設に対するＰＦＩ方式

　　　　　　　　（公共施設建設における民間活力活用手法）

　　　　　 ウ 民間活力による地域活性化の推進

　　　　　　　・構造改革特区や地域再生による地域活性化の推進

　　　　　 エ 産・官・学の連携による施策の推進

　　　　　　  ・産官学連携事業の推進体制一元化

　　　　　 オ 民間人のノウハウの活用

　　　　　　　・広報紙の企業広告掲載〈バナー広告〉

　　　　 　　 ・民間人の専門職を配置

　　　　　　　・民間人アドバイザーの制度検討

【取組み】

　することで、低廉かつ良質なサービスが提供され、地域経済の活性化になじむもの

　について、ＰＦＩ方式等民間活力の手法を導入検討する。

　　　② 民間活力、民間能力の活用

　　公共施設等の建設、維持管理、運営等に民間の資金や経営能力、技術能力を活用
【方　針】

【取組み】

　ビスを提供するため、地方自治法改正による指定管理者制度を踏まえ、公の施設の

　　施設の利便性の向上についての検討を通じて、さらに効率的で質の高い住民サー

　安定的・効率的管理運営及び住民サービスの向上を推進する。

【方　針】

　（２）経営的民間手法の導入

　　　① 公の施設の管理運営の見直し
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　　　　　 ア 事務支援システムの構築

　　　　　　 ・統合型ＧＩＳ（地理情報システム）を活用したデータベースの活用

　　　　　　 ・ Ｉ Ｔ を活用した電子入札の導入検討

　　　　　　 ・保健・医療・福祉の情報提供システムの導入検討

　　　　　　 ・災害状況の把握と的確な情報提供を行う防災システムの導入検討

　　　　　 イ 歳入歳出の電子化

　　　　　　 ・電子決裁の導入

　　　　　　 ・財務会計システムの充実（伝票事務の統合化検討）

　

            ・環境にやさしいＲＤＦ（ごみ固形燃料炭化方式）による新清掃施設建設

　　　　　 ・環境保全に向け省エネルギーや新エネルギーの導入を積極的に推進

　　　　　　　（エコカー・天然ガス自動車の導入）

　　　　   ・公共施設省エネルギー化の促進

　　　　　 ・職員のエコ通勤推進

　　　　   ・職員のエコスタイル

　　　　　 ・事務室紙ごみの資源利用

　　　　　 ・グリーン購入法による事務物品の購入

【取組み】

　　環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の実現をめざして、省エネルギー

　等の環境負荷の低減等に積極的に取組む。

　通信技術のめざましい進歩の成果を行政のあらゆる分野に活用して、行政運営の効

　　　③ ＩＴ化の推進による事務事業の効率化

　　これまで、汎用コンピュータによる基幹業務を中心に事務処理の効率化、高度化

　に努める一方、インターネットを活用した情報提供などにより、住民サービスの向

【方　針】

【方　針】

【取組み】

　上に努めてきた。しかし、住民ニーズや行政課題の多様化が進むなか、近年の情報

　率化と住民サービスの質的向上を図る。

　　　④ 環境共生型行政の推進
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　　　 　　・滞納整理部門の体制強化

　　　　　 ・施設管理サービス公社などを活用した役場業務及び施設管理の委託

　　　　　 ・外郭団体の事業の見直しと活性化

　　　　　　（土地開発公社、社会福祉協議会、シルバー人材センター、施設管理サービス公社、

　職員互助会）
　　　　　 ・指導体制の整備

　　　 　  ・審議会、審査会

　　審議会、協議会等附属機関の設置の必要性や運営状況について見直し、整理合理

【方　針】

【取組み】

　的・効果的な事業運営を図る。

　　  ③ 附属機関等の見直し

　その必要性や運営のあり方についての検討を行う。外郭団体においては自主性を高

　め、民間的経営の手法を取り入れ、住民ニーズに迅速・柔軟に対応できるよう効率

　　外郭団体は、行政の補完、民間資金・人材の有効活用や効率的な事業運営などを

　図るため設立されるものであるが、今日、外郭団体全般にわたり、行政との役割分

　　組織機構の見直しについては、既に部分的に実施してきたところであるが、時代

  に即応した組織・機構の再編成と活性化を図っていくことが必要である。今後も行

　　　② 外郭団体の見直し、活性化（外郭団体の自立促進）

　担の明確化、設立目的に沿った効率的運営、住民サービスの向上などの視点から、

  （３）効率的・効果的な行政組織の整備

　　　① 組織機構の再編成と活性化

　化を行う。

【取組み】

【方　針】

【取組み】

【方　針】

  政の簡素効率化を図りつつ不要な事務事業は廃止するなどの思い切った方法で資源

　を捻出し、効率的な組織機構とするため、さらに見直しを進める。
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　　 　　　 ア 人材育成基本方針に基づいた各種事業の推進

　　　　　　  ・専門語学能力等を有する職員の育成

　　　　　    ・技術職員の設計技術力向上

　　　　  　  ・政策形成能力の向上（新たなゼミナールの開講、政策法務研修の実施）

　　　　　　  ・自己啓発の環境づくり（大学公開講座の受講奨励）

　　　　　　　・民間研修所への参加

　　 　　　 イ 主体性とチャレンジ精神の養成

　　　　 　 　・管理職（課長級）昇任試験の検討や目標設定を通じたチャレンジ精神の養成

　　 　　 　　・配属部署希望申告制度の新設検討

　　　　　　　・希望降格制度の新設検討

　　　　　  ウ 多様な人材の確保や登用の推進

　　　　　　　・専門性の高い職務経験者の採用や募集・採用方法の改善

　　　　　　  ・職種に制約されない柔軟な職員の配置

　　　　　　  ・管理監督者への女性職員の登用

　　　　　  エ 効率的・効果的な人員配置

　　　　　　  ・効率的・効果的な人員配置

　　　　 　 オ 能力・実績重視の給与制度の検討

　　　　　　　・職員個々の能力と実績に応じた給与制度の検討

　　　　　  カ 経営感覚豊かな職員の養成に向けた意識改革の推進

　　　　 　 　・事務改善に向けた職員提案制度の活用

　　　　　　  ・意識改革をリードする行政改革推進員を各課に設置

　　　　　　　・庁内行革ネットの開設（庁内ＬＡＮを活用した、民間等の改革先進事例の情報

　　　　　　　　提供や電子職員提案箱の設置等）

　 　　　　　 ・民間人のノウハウの活用（民間人の専門員の配置）

　　  ④ 職員の資質向上と意識改革

【取組み】

　ことで、能力のある多様な人材を育成確保していく。

【方　針】

　や専門性の高い人材の確保の実施により、人材育成の観点に立った人事管理を行う

　　また、新たな行政課題に積極的に取り組み、多様化する住民ニーズに的確に応え

　ることができる職員を養成するため、職員のチャレンジ精神を養成するための取り

　組みを実施する。

　創造的能力等、一層の職員の資質向上が求められている。このため、職場での研修

　　地方分権の時代に対応したまちづくりを推進していくためには、政策形成能力や
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【方　針】

  、議員報酬の引き下げ及び政務調査費の適切な運用について検討されることにより

　「地方分権の一層の推進には、議会の果たす役割がますます大きくなってきており、

　議会において速やかな議論をされるよう要請する。

　　　⑤ 町議会における行政改革

  歳出を縮減する効果を期待する。」と行政改革推進委員会から答申を受けており、

  住民からはこれを踏まえた議会運営を一層強く求められている。議会においては、

　その機能を堅持、遵守しながら組織、運営等の合理化を進め、議会議員定数の削減
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【方　針】
　 　　平成１３年４月１日から広陵町情報公開条例を施行し、住民の知る権利と説明責

　任を保証しているが、今後はインターネット等を通じての情報提供を充実する。

             ・インターネットホームページを通しての多様な情報の提供充実
　　　　　　・バランスシート・行政コスト計算書等財務諸表の公表
　　　　　　・情報公開コーナーの充実
　　　　　　・職員の給与と定員の状況の公表

【方　針】

　  事務事業の計画・実施からその結果について、住民目線での十分な検証を組織と

  して統一的な視点で評価を行う。また、住民の満足度から事務事業を評価し、改善
　 　につなげ、効率的かつ効果的な成果重視型の行政運営に移行するための仕組みを構

　築する。

　　　　　 ・予算編成と連動した行政評価システムの導入
　　　　　 ・予算編成と連動した事業再評価の実施
　　　　　 ・事務事業の評価を「手段主義」から「成果主義」に転換
　　　　　 ・事務事業毎の評価を公表

【方　針】

　　分権型社会において、地方の自立性が高まることに伴い、住民の期待と信頼に応

　える行政体制を確立するため、監査機能の独立性、専門性の充実を図る。

　　　　　 ・地方自治法の改正により制度化された包括外部監査を導入検討するとともに、

　           外郭団体等に対する外部監査も導入について検討する。

　　　　 　・監査結果と改善措置を、住民にわかりやすく公表する。

　 　  透明な行政運営が不可欠である。 情報公開制度の充実、行政情報の積極的な提供な

【取組み】

　　　③ 外部監査の実施

　　　② 行政評価システムの導入

【取組み】

【取組み】

      ① 行政情報の積極的な公開

　３ 住民協働のまちづくり推進

　（１）公平公正で透明性のある町政の推進
       　 住民とのパートナーシップを基調とし、自己決定、自己責任の増大に対応した分権型
       社会にふさわしい町政を推進するために、その前提として住民に信頼される公平公正で

　　   ど住民との情報の共有化を進め、住民の町政参加の機会の拡充に努めるとともに、監
　   　査機能の充実強化や、事務事業の公平公正の確保に取組む。
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【方　針】
　　町政の目指す方向や課題、考え方、住民が求める情報について、様々な広報媒体

　の特性を生かし、相互に補完しながらわかりやすくタイムリーな広報活動を行う。

　　また、住民からの意見や苦情、相談に応じる体制を一本化する。

　　　　　　・住民との協働による広報紙等の作成

　　　　　　・住民が広報紙上で自由に交流できる「住民交流の場」コーナーの設置

　　　　　　・広報紙に町内企業紹介コーナーの設置

　　　　　　・インターネット等による多様な広報公聴手段の採用

　　　　　　・公聴システムの構築（住民からの意見・苦情・要望等をデータベース化）

　　　　　　・町議会本会議のインターネット中継検討

　　　　　　・委員会議事録の町ホームページ掲載

【方　針】

　　事業や規制等の政策立案の過程において、より広く住民の声を町政に生かしてい

　くために、住民の声とニーズを踏まえながら政策の決定を行う、意見公募制度（パ

　ブリックコメント制度）の導入を検討する。

　　　　　　・ 公開情報のパブリックコメントを通じて間接的な町政参加の機会を増やす

【方　針】

　　町の重点課題について専門的な立場から調査・検討を行うとともに、町政の推進

　に広く住民の意見を反映させるため各種の審議会等を設置しているが、社会経済情

　勢の変化や、役割を果たしたものについて見直しを進めるとともに、審議会等の公

　開を推進する。

　　また、女性の社会参加を促進するため、審議会等における女性委員の登用拡大に

　努め、会議の休日・夜間開催などにより、より多くの住民が参画できるよう検討す

　る。

　　　　　　・審議会等の統廃合の推進

　　　　　　・公募委員の拡大

　　　　　　・女性委員の割合を３０％以上に拡大

　　　　　　・審議会等の会議概要・議事録の公開

　　　　　　・会議の休日・夜間開催

　　  ③ 審議会等の見直し・活性化

【取組み】

　（２）開かれた町政の推進

　　　① 広報公聴の充実

　　  ② 意見公募制度の導入検討

【取組み】

【取組み
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【方　針】

　　住民が主体の行政運営を実現するため、住民活動と町政に関する情報を「住民へ

　の公開」から「住民と共有」する体制へ移行する。さらに、住民ニーズを的確に把

　握するために、様々な方法で意見を聞く制度の導入を図る。

　　　　　　・住民の意見を町政に反映するパブリックコメント制度の導入を検討〈再掲〉

　　　　　　・「仮称・住民協働まちづくり推進条例」の制定

　 　　　　　　・地域コミュニティ活性化の推進

【方　針】

　　まちづくりの主役は住民であることから、政策形成段階から共にまちづくりに取

　組むためのパートナーシップを構築する。

　　　　　　・「広陵町のまちづくりの各種会議」を開催

【方　針】

　　個人のボランティア、組織的に活動するグループや団体、自治会・地域などのほ

　か、ＮＰＯや企業など幅広い住民との協働を推進するため、職員の意識改革を図り、

　住民活動を支援促進する仕組みづくりを推進する。

　　　　　　・ＮＰＯ等設立・運営の研修の実施

　　　　　　・ＮＰＯ等への事業委託の推進

　　　　　　・地域の自主性を活かしたまちづくり活動の支援

　　　　　　・住民との協働による役場窓口案内や公共施設運営の検討

　　　　　　・住民との協働による広報紙等の作成

　　　　　　・住民参画による文化財愛護の推進

　　　　　　・学校図書ボランティアとの連携による学校図書館の充実

　　　　　　・ＮＰＯ・ボランティア等による文化祭等のイベント運営への移行

【取組み】

【取組み】

　　　③ 住民との協働による事業の推進

　  　 待されており、これらの活動をさらに支援していく。

　　　  　住民参加を推進するため、住民と行政が共にパートナーとして相互の役割を果たし、
　  　 町政を協働 して進めることが大きな課題となっている。 施策の計画 ・策定など、 各段
　　   階での住民参加を図り、道路 ・河川等の公共域における美化活動や身近な公共施設

　（３）住民との協働による町政の推進

　　  ② 住民主体の政策立案の推進

【取組み】

　　　① 協働への仕組みづくり

　  　 の管理 ・運営等、地域に密着した活動を支えるシステムづくりを積極的に推進する。
　　  　 　また、今日地域の問題などを自主的に解決する住民活動の重要性が再認識され、
　　   地域に密着 した福祉やまちづくり事業をはじめ、様々な分野で住民活動の役割が期
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【方　針】
　　近年、子供をはじめ住民に不安を与える事象が頻発している。学校・幼稚園・保
　育園における安全確保と合わせ、防犯灯・街路灯など設備面の充実により犯罪の発
　生しにくい地域づくりを行うと共に、地域の人々が互いに助け合いながら自主的な
　防犯活動を展開し、防犯意識を高めることができる環境づくりを支援し促進する。

　　　　 　・携帯電話を活用した防犯情報等の提供推進

　　　　 　・地域との連携による防犯体制の整備

【方　針】

　　災害による非常事態の発生に対するための地域防災計画を充実し、引き続き啓発

　活動に努め、住民の防災意識の高揚と防災訓練の実施などによって地域の安全性を

　確保するとともに、住民と行政が協働し、災害に迅速的確に対処する上で効率的な

　体制づくりを進める。

　　　　 　・地域防災計画の整備

　　　　 　・地域自主防災組織の充実、防災用品の地域整備を進め、地域防災型防災訓練

             を引き続き推進する。

【取組み】

【取組み】

　　　④ 住民との協働による安心・安全なまちづくり推進

　　　⑤ 住民との協働による防災体制の整備
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１　推進期間
　　　　　　この計画に基づく「実施計画」の推進期間は、平成１８年度から平成２２年度までの
　　　　　５年間とします。

２　推進方法
　　　　　行政改革を着実に推進するため、この計画に基づき平成１８年度から平成２２年度ま
　 　　 での５箇年を計画期間とする「実施計画」を策定し、具体的な改革に着手します。なお、
　　  　この「実施計画」は、毎年度見直しを行います。

３　進行管理
　　　　　町長を本部長とした広陵町行政改革推進本部を組織的な推進機関とし、各部会及び
       全職員の総力を結集して改革に取り組んでいきます。
          なお、進捗状況については「広陵町行政改革推進委員会」に報告するものとします。

Ⅴ  行政改革の推進
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氏　　 名 備　考

野　村　晃　義 会　長

土　佐　敏　行

土　井　耕　一

中　川　雅　由

二文字　理　明

丸　岡　修　身

村　田　照　男

村　本　裕　子

森　井　久　容

若　山　華　代

２　途中辞任された委員

　　　

３　途中から委嘱を受けられた委員

［ 資  料 ］

　広陵町行政改革推進委員会　委員名簿

　　　　　土　井　耕　一（平成１８年３月２９日付）

　　　　　中　川　雅　由（平成１８年３月２９日付）

（敬称略・順不同）

　　　　　森　本　俊　文（平成１８年２月１３日付）

　　　　　市　川　博　一（平成１８年２月１５日付）

１　委員の任期　　平成１６年１２月２０日～平成１９年１２月１９日
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    広陵町行政改革推進委員会　開催経緯
委員会 開催日 主な協議事項 主な協議内容

○会長：野村晃義氏選任
○広陵町の財政状況・新しい事業課題説明

□会長選出 ○行革の必要性説明

□行政改革の方針検討 　・受益者負担の見直し
　・民間委託の導入、指定管理者制度の導入
　・行政評価システムの導入

○まちづくりによる見直し（都市計画用途地域・農業特区の活用）
○受益者負担の見直し
　・使用料：下水道料金、竹取公園駐車場料金の有料化
　　　　　　　 サンワーク使用料、グリーンパレス料金の見直し
　・手数料：印鑑再登録手数料新設

□委員会の検討方法協議 ○公共事業の見直し（工事の重複性の回避・事業評価）
□改革項目の審議 ○職員の人材育成の推進、多様な人材の確保

　・自己啓発研修及び庁内研修の活性化
　・ＩＴ部門、滞納整理などの専門知識・技術保有者の中途採用活用
○広報（広報紙への有料広告の掲載）
○公聴（インターネットのホームページ活用）
○地域活性化（企業・ＮＰＯによる政策参加）

□改革項目の審議 ○グリーンパレス等の借地料
□平成１７年度「施政方針」説明 ○骨子への防災関係項目追加
□事務事業評価開始の説明 ○定員管理と給与の適正化

○予算編成と連動した行政評価システムの導入
□改革項目の審議 ○事務改善に向けた職員提案制度の活用

□５箇年５億円計画削減説明 ○議会議員定数
○三役給料削減の退職金と期末手当
○職員５０人削減の委託料への影響

○補助金等各種制度の整理・見直し
○財産（基金等）の有効活用
○公共施設の適正配置と管理運営の見直し

○公営企業等への繰り出しの見直し
○町職員退職者の再雇用について
○臨時職員の採用について

○公共施設における借地料について
○補助金の見直しについて

□改革項目の審議 ○補助団体について（１００万円以上の団体）
□「財政健全化のための提言」審議 ○全国の指定管理者制度導入について

○庁舎省エネルギーの推進

○定員管理と給与の適正化の推進

□改革項目の審議 ○庁舎省エネルギーの推進
□「財政健全化のための提言」決定 ○公営企業等への繰り出しの見直し

□改革項目の審議 ○町民サービスの質的向上
□「財政健全化のための提言」答申

○経営的民間手法の導入
○効率的・効果的な行政組織の整備

□改革項目の審議 ○経営的民間手法の導入（幼保統合・外郭団体）
□「財政健全化のための提言」検証 ○町医等報酬削減効果説明
□町行革推進体制説明 ○町行革推進体制進捗状況説明

○公平公正で透明性のある町政の推進
○開かれた町政の推進
○町民との協働による町政の推進

□行政改革大綱に関する答申検討 ○行政改革大綱に関する答申検討
□町行革推進体制進捗状況説明 ○３部会長から進捗状況説明

□行政改革大綱に関する答申検討 ○行政改革大綱に関する答申検討
□町行革推進体制進捗状況説明 ○事務局から進捗状況説明

□行政改革大綱に関する答申検討 ○行政改革大綱に関する答申検討
□町行革推進体制進捗状況説明 ○第３部会長から進捗状況説明

［ 資  料 ］

第13回 Ｈ 18.  2. 9

第15回 Ｈ 18.  3. 29

Ｈ 18.  2. 22

Ｈ 17. 12.7

第14回

Ｈ 17. 11.24第11回

第12回

第９回 Ｈ 17. 9.29

Ｈ 17. 10.27第10回

第８回 Ｈ 17. 8.23 □改革項目の審議 ○公共施設の適正配置と管理運営の見直し　（視察を含む）

Ｈ 17. 8. 4第７回

□改革項目の審議
□５箇年５億円計画削減説明

Ｈ 17. 6.20第６回 ○庁舎省エネルギーの推進

□議会の行政改革の項目新設 ○借地契約内容の審査・契約業務を一つの課に集約
第５回 Ｈ 17. 5.19

○行政改革大綱（骨子）の説明第３回 Ｈ 17. 1.28

Ｈ 17. 4.13第４回

第１回 Ｈ 16.12.20

Ｈ 17. 1.11第2回

□行政改革大綱に関する答申

□改革項目の審議

第18回 Ｈ 18.  6. 23

Ｈ 18.  5. 26第17回

第16回 Ｈ 18.  4. 25

第19回 Ｈ 18.  7. 4

□委員会の運営協議 ○行革の方向説明

□改革項目の審議

□「財政健全化のための提言」審議
□改革項目の審議

○公営企業等への繰り出しの見直し

□改革項目の審議

□改革項目の審議
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［ 資　料 ］

広陵町行政改革推進委員会設置条例

　

昭和60年6月21日

                                                                                                                条  例  第  23  号
    (設置)

第１条　社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、広

　陵町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

　(任務)

第２条　委員会は、町長の諮問に応じて、広陵町の行政改革の推進に関する重要事項を調査

　審議する。

　(組織)
第３条　委員会は、委員10人以内をもつて組織する。

２　委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

　(会長)

第４条　委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２　会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３　会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

　(任期)
第５条　委員の任期は、3年とする。

２　補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

　(会議)

第６条　委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

　(庶務)

第７条　委員会の庶務は、財政課において処理する。

　(委任)

第８条　この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は規則で定める。

　　附　則

　　この条例は、公布の日から施行する。

　　附　則(平成６年条例第３号)

　　この条例は、公布の日から施行する。

　　附　則(平成１１年条例第２４号)

　　この条例は、平成１１年４月１日から施行する。
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