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◆行政改革の経緯

本町の行政改革への取り組みは、昭和５７年度に民公協働の行財政調査専門委員会を設置し、

財政力に見合った行政運営を目指し簡素化と効率化、経費節減などの行政改革を推進したこと

から始まりました。平成８年度に第１次行政改革大綱を策定、平成１５年度には、第２次の行

政改革推進の指針となる「新たなる行政改革推進のための大綱」を策定し、行政改革推進本部、

事務合理化委員会の設置により庁内全体で改革に取り組むなど、計画的な組織改革、事務事業

評価、業務委託、補助金等の見直しを積極的に進めてきました。

また、平成１７年度には行政改革審議会条例を制定し、町民の視点から行政改革に対する意

見を聞くなど参画協働による改革を行ってきました。

さらに、平成１８年度から平成２２年度までの５カ年の計画となる、第３次行政改革大綱「新

たな改革への挑戦」では、それまでの取り組みを検証しながら、協働による行政運営の推進と

職員の意識改革、組織のグループ化、総戦力化を目指した組織・機構改革を盛り込み行政体制

の整備をするとともに、質の高いサービスの提供を図るため、町が取り組むべき課題の整理と

行政内部の改革を中心として成果重視の改革を進め、様々な行政ニーズへの対応に取り組んで

きました。

◆町政を取り巻く状況・町の課題

１００年に一度と言われる世界的経済危機や歴史的な政権交代など、政治や経済は目まぐる

しく変化しています。円高、株安に揺れる日本の経済は視界不良の状態が続き、企業の業績悪

化が雇用と消費に関わる社会的な問題へと波及しています。ねじれ国会の元で難しい政局運営

を行っている連立政権は、事業仕分けなど予算編成の過程を一変させましたが、深刻な財源不

足の状況から有効な打開策を見出すところまで至ってはいません。低迷する景気の動向や政府

の方針変更は、当然のことながら地方行政に大きな影響を及ぼすことになるため、今後の動向

に留意しながらあらゆる事態に柔軟に対応していく必要があります。

本町においては、保育環境の整備、学校施設の耐震化などの大型事業は予定どおり実施して

きましたが、今後、南小学校改築や赤砂崎公園の事業化などへの「計画投資」が予定される厳

しい財政状況が見込まれます。健全財政構築のため、社会動向に柔軟に対応できる体制づくり

と景気低迷期における持続可能な自治体経営を行わなければなりません。そのためには、職員

の英知を結集して今まで以上に簡素で効率的な事務事業の遂行と住民ニーズに添った効果的な

行政サービスができるよう努力するとともに、町の自主性を向上させ住民参加による個性豊か

なまちづくりを進めるうえで、自己決定、自己責任による行財政経営がより強く求められてい

ます。 
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◆行政改革大綱取り組みの構成

１人的資源の有効活用

２親しみのある窓口サービ

スの展開

３職員の意識改革

４人事考課の充実

５危機管理体制の強化

推 進 計 画

〈各課の具体的取組〉

具体的な取組事項

【５本の柱】

１参画協働の推進

２地域コミュニティの支援

３男女共同参画の推進

４広報・広聴機能の充実

５個人情報保護の徹底

１定員管理の適正化

２事務事業の効率化、整理

合理化

３組織の連携強化の推進

４民間活力の導入

５収納率の向上

◆「町民満足度向上」と「身の丈行財政経営」の両立

◆総合計画を補完

◆行財政経営プラン、各種計画との整合

◆行政の経営資源の効果的活用

◆「個性豊かなまちづくり」に向けた行政改革への取組

１ 参画協働による自治体

経営

２ 公正で透明性の高い情

報交換

基本目標

２ 職員資質の向上と人材

育成

１ 時代に即した行政サー

ビスの提供

２ 財源の効果的投入と事

務の合理化

基本方針

【３本の柱】

1 住民参加による開かれた

行政

2 町民に寄り添う住民起点

の行政

3 持続可能な行財政経営

大綱の目的(案)

１ 中長期計画に基づく堅

実な行財政経営
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第１ 行政改革大綱の目的

本町の自治体経営の最上位計画となる第６次総合計画は、長期的なまちづくりを総合的かつ

計画的に進めていくための行政運営の方針を定めています。また、総合計画の基本構想の確か

な実現をめざし、財政面の裏付けをもって事業を計画的に実施するため、行財政経営プランは

まちづくりに関する全ての事務事業の指針として策定されています。

行政改革大綱は総合計画を補完するとともに、行財政経営プランとの整合性を図る中で、行

政の経営資源（人的資源、物的資源、情報資源など）をより効果的に活用し、町民満足度の向

上を基本に改革を進め、時代の変化に柔軟に対応しながら、将来にわたって持続可能な行財政

経営をめざすとともに「個性豊かなまちづくり」に向けて経済性、効率性、有効性を追求した

行政改革に取り組むことを目的とします。

第６次総合計画 基本構想・基本計画・実施計画

平成１８年度～平成２７年度
前期基本計画 H18－H22／後期基本計画 H23－H27 

第４次行政改革大綱

平成２３年度～平成２７年度

行財政経営プラン

平成１８年度～平成２７年度

（H23 見直し） 

中長期的行財政計画の確立

〈各種計画〉

事業の計画的推進

財政健全化の構築行政改革による質的転換

効率的な行財政経営

第４次行政改革大綱

平成２３年度～平成２７年度

行政改革による質的転換

効率的な行財政経営

「第６次下諏訪町総合計画」は、平成１８年度を初年度とする平成２７年度までの１０年間のまちづくり

の最上位計画として策定されています。

行財政経営プランは、総合計画を補完する財政的シミュレーションから１０年間の中長期的視野に立った

計画的な財政の健全化をめざすものです。毎年度、進捗状況を検証し、随時見直し、計画的に事業を実施し

ます。

第４次行政改革大綱は、行政改革の基本的な方向性を定めるもので、５年間の推進計画（各課の具体的取

組事項）により毎年度効果と進捗状況を検証しながら、行政改革を積極的に進めるものです。

町の将来目標を定めた総合計画の実現に向け、この３計画が互いに補完、連動し行財政運営の柱として、

町の主役となる町民とともにつくるまちづくりを推進し、参画協働による自治体経営と個性豊かな地域社会

をつくります。
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第２ 基 本 方 針

行政改革には終着点はありません。町民の皆さんの豊かでゆとりある質の高い生

活に加え、安心安全と地域の活力をもたらす個性豊かなまちづくりを支えるため、

引き続き努力しなければならないものです。

第４次行政改革大綱では、協働による行政システムの構築を図るこれまでの取り

組みを継続し、住民主体、参画協働による開かれた行財政経営を効率的に進めるた

め、次の３本の柱を基本に行政改革を推進します。

１「住民参加による開かれた行政」

行政の更なる信頼性を確保するため、参画協働によるより開かれた透明性の

高い行政の推進を図ります。また、行政情報は町民、地域との共有財産である

という認識に立ち、積極的に情報を提供し、透明性が高く住民が参加しやすい

行政をめざします。

２「町民に寄り添う住民起点の行政」

個性豊かなまちづくりの実現のため、行政は住民の目線に立ち住民ニーズを

的確に把握し実行に移すことが重要です。そのためには、組織や職員の質的向

上に努め、行政の施策が時代に即した行政サービスを実現し住民満足度の向上

につなげます。

３「持続可能な行財政経営」

持続可能な行財政運営を行うため、中長期計画である「行財政経営プラン」

と連動した行政改革を進めます。また、最少の経費で最大の効果を上げること

が行財政運営の基本原則であることから、財政の現状を真摯に受け止め、限ら

れた財源の中で「選択と集中」の考えのもとに事業の優先度や計画性を常に意

識し、将来にわたり安定した行政サービスが継続可能となるよう、今まで以上

に経営感覚とコスト意識を高めた取り組みを進めます。
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第３ 基本目標／具体的な取組事項

基本方針の３本の柱を実現するため、次の基本目標を定め具体的な取り組みを進めます。

〈住民参加による開かれた行政〉

◆具体的な取組事項

(1)参画協働の推進

� 町民と行政が協力し合う、活力あるまちづくりに向けた取り組みを強化するため、各種

活動団体等との連携、協働を推進し、町民が参加しやすい環境づくりを進めます。

(2)地域コミュニティの支援

� 住民総参加によるまちづくりを実現するため、持続性ある地域活動が活発に行われるよ

う、地域の連帯と協調による意識の高揚を図り、自治組織の連携強化と地域住民の自主

的活動を積極的に支援します。

(3)男女共同参画の推進

� 男女共同参画行動計画に基づき、男女がともに社会参加するための意識を高めるため、

一層の啓発に努め、女性団体をはじめとした自主的な活動を支援します。

(4)広報・広聴機能の充実

� 広報誌、ホームページなど広報媒体の特性を活かした広報機能の充実を図るとともに、

あらゆる機会を活用して町民の声を把握し、町政運営に反映します。

(5)個人情報保護の徹底

� コンプライアンス（法令遵守）の徹底、行政が取り扱う個人情報の重要性に対する意識

の向上を図り、町政への信頼性を更に高めます。

◆基本目標－１

１ 参画協働による自治体経営

自己決定、自己責任のもと、町の諸課題に自主的かつ総合的に取り組むため、町民、

地域、行政の英知を結集し、パートナーとして連携することで創造的で活力に満ちた、

共に支え合う協働のまちづくりを進めます。また、町民と一緒に考え行動する職員意識

と組織風土を醸成し参画協働型の行政をめざします。

２ 公正で透明性の高い情報交換

住民ニーズを的確にとらえ行政運営に反映させるため、行政情報を速やかに発信し情

報の共有化を図るとともに、町民の意見、提言の聴取機会を創出し透明性の高い行政を

確立します。
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〈町民に寄り添う住民起点の行政〉

◆具体的な取組事項

(1)人的資源の有効活用

� 団塊の世代の大量退職が続くことから、保有する知識、能力、経験の継承とともに職員

の能力や資質の向上を図り、行政課題や住民ニーズに的確に対応できる人材の育成と活

用をめざします。

(2)親しみのある窓口サービスの展開

� 各種手続きの簡素化や窓口サービスの迅速化に努めるとともに、利用者の立場に立った

利便性の向上をめざし、全ての課が町民の窓口としての位置づけを明確にし、ワンスト

ップサービスの実現をめざして、待ち時間の短縮、親切・丁寧な案内などを実施します。

(3)職員の意識改革

� 多種多様な住民ニーズに対応するため、アンテナを高くし最新の情報を的確に把握する

とともに、慣例や前例にとらわれない柔軟な発想や創意工夫により行政課題に対応でき

るよう職員の意識を高めます。

(4)人事考課の充実

� 職員を成長させ、業務の成果を上げる人事考課の仕組みを充実し、行政の質的向上と町

民に信頼される職員の育成につなげます。

(5)危機管理体制の強化

� 災害や緊急事態に対処する危機管理体制の強化を図るため、庁内各課並びに関係機関及

び関係団体との連絡調整を充実し、機動的な組織を構築します。

◆基本目標－２

１ 時代に即した行政サービスの提供

社会環境や住民ニーズ等の変化に柔軟に対応するため、広聴機会や各課の窓口をはじ

めイベント、ボランティア活動などを通じて、直接住民要望に接するなかから課題と問

題点を把握し、時代が求めるサービスを行政全体で検討できる環境を整備しながら、こ

れまでの施策や事業の執行手法を変革し、従来の発想や既存の枠組みにとらわれない町

民本意の質の高い行政サービスの提供に結びつけていきます。

２ 職員資質の向上と人材育成

組織の総合力を高めるため、職員が業務の目的と成果を明確に把握し行政課題の解決

に向けた取り組みを進めるなかで、職員個々のチャレンジ精神を尊重する組織づくりと

職員一人ひとりの職務遂行能力と課題発見、問題解決能力の向上に向けた人材育成を計

画的に推進します。
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〈持続可能な行財政経営〉

◆具体的な取組事項

(1)定員管理の適正化

� 複雑化、多様化する行政ニーズに対し、事務事業の見直しを図りながら、人件費も事業

費の一部であるとの考えから、適正な職員配置と定員管理に努めます。

(2)事務事業の効率化、整理合理化

� 事務事業評価により、その目的、成果、評価を具体化し毎年度進捗状況を検証すること

で、事務事業の見直し、整理統合、拡充、縮小、廃止を進め効率化を推進します。

(3)組織の連携強化の推進

� 住民ニーズに即応できる、機動的で柔軟性の高い効率的な組織を構築するとともに、人

的配置や庁内の連携強化により職員の能力を十分に発揮させ、職場での能率向上を図り

ながら、新たな行政課題に迅速な対応ができる体制づくりを進めます。

(4)民間活力の導入

� 民間と行政がそれぞれの得意分野で役割を分担し、指定管理者制度など民間活力を積極

的に導入することで、サービスの質を落とさずコストの削減をめざします。

(5)収納率の向上

� 町民の生活実態に配慮した相談業務を充実しながら、社会を支える負担の公平性を確保

するため、悪質な滞納者に対しては、滞納処分を含めて厳しく対応するなど収納率の向

上に向けた取り組みを強化します。

◆基本目標－３

１ 中長期計画に基づく堅実な行財政経営

持続可能な行財政経営を行うため、中長期計画である「行財政経営プラン」と連動し

た行政改革を進めるとともに、社会変化に対応できる柔軟な組織と職員の総戦力化を図

り、健全で総合力の高い自治体をめざします。

２ 財源の効果的投入と事務の合理化

有利な財源の積極的活用と計画投資による事業の実施とともに、事務事業評価による

事業の必要性、効果を検証しながら、限られた一般財源を効果的に投入して効果的、効

率的な行財政経営を展開します。
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第４ 推進期間と推進体制

１ 推進期間

本大綱の推進期間は、平成２３年度から平成２７年度までの５年間とします。

期間中の推進計画の進捗状況を常に把握するとともに、町を取り巻く環境の変化や新たな

課題発生の状況に応じて見直しを行うこととします。

２ 推進体制

（１）町長を本部長とする「下諏訪町行政改革推進本部」が中心となり、全職員が一丸となっ

て全庁的な体制で取り組みます。

（２）町民の代表で構成する「下諏訪町行政改革審議会」に進捗状況を報告し、提言等をいた

だきながら、行政改革の取り組みに反映します。

３ 進行管理

行政改革を効率的に推進するため、行政改革推進本部、行政改革推進本部幹事会、事務合

理化委員会で進捗状況を点検、管理します。また、広報誌やホームページを通して積極的に

公表します。

４ 職員の取り組み

行政改革の推進は、各取り組みの担い手となる担当課の職員の目的意識と改革意欲による

ところが大きく、職員は住民サービスを向上させるために、連携意識、コスト意識を持って

効率的かつ効果的な行政運営に努め、自覚を持って取り組みます。

報 告 意 見

情報公開 提 案

町 民

下諏訪町行政改革審議会

行政改革推進本部〈推進主体〉

行政改革推進本部幹事会

第４次行政改革大綱
平成 23 年度 〈改革の第 2 ステージへ〉 平成 27 年度

化体具

全 職 員〈具体的取り組み〉 
事務合理化委員会

推進計画・取組事項の進行管理(H23～H27) 


