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政策１ 一体感を生み出す市民と行政の協働のしくみ 

基本施策① 伊賀市としての一体感を生み出す 
基本施策番号 

57 

【生活課題】 合併前の旧市町村区域にとらわれず、市が一体となっている 

 

≪現状と課題≫ 

自治基本条例では、市政全般に関わる情報を速やかに市民と共有することを定め、情報公開条例では、

市民が市政に関する情報を迅速かつ容易に得られるように実施機関が努めることとしています。また、

市民憲章にも、まちづくりに関する情報をみんなで共有することを定めています。 

これらにより、行政情報の公開の実施と合わせて市民が必要とする情報を積極的に分かりやすく多様

なメディアにおいて提供し、市政に関する情報の共有を推進するため、「市政に関する情報を市民と共

有するための指針」を策定しました。 

市政情報や地域の話題などを掲載した「広報いが市」を月２回発行し、市内各世帯などへ配布してい

ます。また、新着情報などを随時掲載できるホームページは、内容の迅速な更新に努めています。 

更に、ケーブルテレビによる行政情報番組は、市政情報やイベント情報、まちのできごとなどをいち

早く届けるよう努めています。 

今後は、市民からの請求による情報公開だけでなく、行政からの情報が市民に広く共有してもらえる

よう、広報いが市、ケーブルテレビによる行政情報番組・文字放送、ホームページなどを媒体として、

内容の充実や分かりやすい情報発信が必要です。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  広報活動の充実 

すべての行政情報がすべての市民に届き、市民にとって見やすく、必要な情報が得やすいような広報

紙やホームページづくりに努めます。また、ホームページを活用して、即時性を高めた情報発信の充実

に努めます。 

 

施策２  行政情報の発信 

地域情報を放映できるというケーブルテレビの特性を活かして、行政情報番組を制作し、すべての市

民に情報を提供するために、ケーブルテレビへの加入促進を図ります。更に、高齢者や障がいのある人

の世帯などに対して支援を行います。 

また、情報が豊富で質の高い番組制作に取り組むことにより、行政情報番組を通じて、広く市民に情

報を提供し、市民の市政への関心と理解を高めます。 

 

施策３  協働の基本原則づくり 

市における協働に対する基本的な考え方について、市民と行政との認識を共有し、協働によるまちづ

くりの一層の進展を図るため、協働の基本原則（ルール）づくりに取り組みます。 
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施策４  協働意識の醸成 

積極的な行政情報の提供や市政の企画・立案段階からの市民参加の機会を増やし、市民と行政がまち

づくりについて共通の認識のもと、互いの役割と責任を認識し、協働で進めるまちづくりの気運を高め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 広報紙発行事業 

○ ホームページ更新事業（情報整理、更新、蓄積） 

○ 行政情報番組制作放送事業 

○ ケーブルテレビ加入促進事業 

○ 新世代地域ケーブルテレビジョン施設整備借入金補助事業 

 （数値目標）  現状値(平 22) 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇広報発行回数／月 2 回/月 2 回/月  2 回/月 

 ◇ケーブルテレビ加入率 64.78％ 64.78％  68.02％ 
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政策２ まちを良くする意欲が反映されるしくみ 

基本施策① 行政職員の専門家としての能力や意欲を高める 
基本施策番号 

58 

【生活課題】 積極的に創意工夫し立案できる職員の育成ができている 

 

≪現状と課題≫ 

市町村合併以後、さまざまな事務・事業の調整を行い行政組織を一体化するなかで、日常業務の改善

や改革などに積極的に取り組んでいるものの、職員意識の変革や職場慣行の見直しなど、まだまだ不十

分な点があると言えます。 

活力ある職場づくりを進めるためには、職員一人ひとりの自覚を促し、市民の目線に沿った意識改革

を図る必要があります。 

こうしたなか、地域のまちづくりへの参画など、これからの時代に求められる職員像を念頭に置いた

うえで、人材育成の観点から、中期的に職員の能力開発や自己実現を同時に図っていくために、目標管

理制度1を充実させていく必要があります。 

職員が自分の能力が活かされていると実感し、やりがいを感じながら仕事を行うために有効な制度と

して、自分に合った人事コースを選択し、キャリア形成ができる複線型人事制度2や、ＯＪＴ3による職

場における人材育成制度、庁内公募制度4などがあげられます。 

 

 

■職員数の推移 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,347

1,378

1,428

1,454

1,5071,508

1,300

1,400

1,500

1,600

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

職員数

資料：企画総務部人事課

 

 

                                                  
1 目標管理制度：期の初めに、職員が上司との話合いで 終目標を設定し、期の末に、職務の達成度を評価する。目標管

理する立場である上司の施術向上が、事業成果の向上に比例する制度 
2 複線型人事制度：従来のライン職による単線型人事コースに対し、総合職、専任職、専門職といった複数の人事コース

を設定し、本人の適性・希望・年齢等に応じていずれかを選択するもので、職員のやりがいやスキルアップ(技量、技能、

技術の向上)が図れる人事管理制度 
3 ＯＪＴ：On the Job Training の略 職場での実務を通じて行う教育訓練 
4 庁内公募制度：特定のポストについて、職員から希望をとり、申出のあった職員の中から審査選考のうえ、当該ポスト

に配置することをいう。 

（人） 
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≪施策の方向≫ 

施策１  職員意欲と能力の向上 

人材育成基本方針に掲げる、「説明責任を果たせる人材の育成」、「市民の信頼に応えられる人材の育

成」、「迅速に行動する人材の育成」の基本理念に加え、市民の立場で思考できる職員を念頭に、市民に

とって財産（人財）となるための目標設定を行い、人材育成に取り組みます。また、行政職員の意欲を

高めるため取り入れている職員提案制度の充実を図るほか、研修制度を充実させることにより、政策形

成能力などを備えた行政職員を育成します。 

更に、人事評価制度の導入により、意識改革を進め、やる気のある行政職員を育てます。 

 

施策２  適材適所の人材活用 

行政の専門性を発揮すべき分野においては、高度な行政ニーズに対応するため、専門職員の配置に向

けた人材の育成、確保を図ります。また、職務の経歴管理を行うとともに、複線型人事制度や昇任に関

するルールづくり、庁内公募制度の充実を図り、能力主義で、固定的観念にとらわれない、柔軟な人材

登用を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 職員研修事業 

○ 職員提案制度 

（数値目標）  現状値(平 22) 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇消防を除く普通会計の職員数 862 人 913 人  754 人 
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基本施策② 市民の有効な意見をまちづくりに反映させる 
基本施策番号 

59 

【生活課題】 市民の意見が反映され、有効なものは実施されるしくみがある 

 

≪現状と課題≫ 

市民の知る権利を保障し、市政の円滑な推進を図るため、広報紙、行政情報番組、ホームページを媒

体として、行政情報を提供しています。 

また、自治基本条例の規定に基づき、市の基本的な政策形成過程における公平性の確保や透明性の向

上を図るため、市が策定する重要な計画等へのパブリックコメント5（意見）の募集や審議会等の公開を

行っています。しかし、パブリックコメント結果において、意見の提出が無い場合などが多く見られる

ことから、市政への市民参画をより推進する必要があります。 

多様化する市民のニーズを的確に把握して市民の意見や要望を市政に反映できるよう、市に寄せられ

た意見や要望に対する市の考え方を公表するなど、今後も広聴制度を一層拡充していく必要があります。 

 

 

■情報公開の推移（条例に基づく件数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：企画総務部秘書広報課

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  広聴活動の充実 

電子メール、郵便、ファックス、電話など、さまざまなメディアにより、市政に対する意見を述べる

ことができる機会をつくるとともに、届けられる市民の意見・要望に対し、迅速な回答に努めます。 

また、引き続き市政に対する意見を投稿し、それに対する回答をインターネット上で行う「市民の声

（参声広場）システム」の適正管理を図るとともに、届けられた市民の意見・要望などの情報共有や迅

速な回答に努め、多様な市民の意見を集約し市政に反映させていきます。 

                                                  
5 パブリックコメント：行政機関が条例や計画などを制・策定するとき、その案を公表し、住民や事業者からの意見、情

報、専門的知識を得て、公正な意思決定をするための制度 

（件） 
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施策２  意思決定への市民参加 

市の重要事項の検討に際し、市民の意向や意思が反映されるよう、適切な意見聴取の手続きを取ると

ともに、審議会、委員会の委員公募など、市民参加の充実を図ります。 

また、審議会等の会議は、原則として公開し、市ホームページなどで、会議の内容を市民に情報提供

することにより、審議会等の透明性と公平性の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 広聴広報事業 

○ 「市民の声（参声広場）」運営管理事業 

○ 情報公開のためのホームページ管理運営事業 

 （数値目標）  現状値(平 21) 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇市民の声(参声広場)データベ

ース数 

96 件/年 500 件/年  200 件/年 

 ◇パブリックコメント実施数 7 件 20 件  12 件 

 ◇審議会公開率 85.8％ （変更）  86.0％ 
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政策３ だれもが輝くまちをつくる地域内分権のしくみ 

基本施策① 市内各地域の特性を活かした分権型のまちをつくる 
基本施策番号 

60 

【生活課題】 市街地や中心部だけでなく、地域の特性を活かし、全体として地域が発展している

 

≪現状と課題≫ 

本市では、分権型のまちづくりに向けて、自治基本条例に基づき行政が改革を進めるとともに市民や

地域が自らの責任のもと、まちづくりを行えるよう、これらの活動を支援しています。 

「自分たちの地域は自分たちで」という住民自治の意識を高めるため、市民への積極的な情報提供や、

市民の積極的な市政への参画を推進していくことが重要です。しかし、まちづくりに対する各地域の状

況や一人ひとりの考え方には違いがあるため、住民自治活動を市民の身近なところで支援していく必要

があります。 

今後、新市庁舎建設を契機として、簡素で効率的な本庁、住民自治活動の支援を中心とする支所とな

るよう、さらなる組織・機能の見直しを進める必要があります。 

なお、市庁舎については、耐震力の不足や設備の老朽化への対応に加え、情報化、高齢化など新たな

時代に対応した機能整備が求められています。今後は、市民に開かれた、誰もが使いやすい新庁舎の建

設を進める必要があります。 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  地域内分権の推進 

補完性の原則に基づき、市民自身あるいは地域が自らの責任のもと、まちづくりの決定や実行を行え

るよう、住民自治協議会の活動を支援します。 

また、行政が現在行っている事務について、狭域有効業務6と広域効率業務7を整理し、地域が自主的

に事務を受託できるしくみづくりに取り組みます。 

 

施策２  支所による住民自治活動の支援 

支所は、地域の実情に応じて住民自治活動を支援します。 

また、住民ができないことや非効率なことは行政が担うというしくみを構築するため、住民自治活動

との協働事業を推進します。 

 

施策３  本庁・支所業務の適切な見直し 

住民自治の取り組みの高まりに合わせて、随時、行政の役割を見直すとともに、市の業務を地域に身

近な事務として支所で行うもの、本庁へ集約し効率化を図ることが可能な事務に明確に仕分けし、機能

的で効率的な執行体制の整備と地域の実情に応じた本庁・支所の機能分担と組織づくりに取り組んでい

きます。 

 

                                                  
6 狭域有効業務：住民自治が行われる範囲内で、できる限り自治会（区）やＮＰＯ等を含めた住民との協働で行うことが

求められる業務 
7 広域効率業務：補完性の原則に基づき広域的な処理が求められ、全市民の利益につながる業務 
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施策４  市庁舎の整備 

「新庁舎は、全面改築する」との基本方針に基づき、本庁・支所の機能分担にも配慮しながら、誰も

が使いやすく、市民の安心な暮らしを支える市の拠点施設としての庁舎建設を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 行政組織内分権 

（事務分掌の狭域有効業務と広域効率業務の整理） 

○ 本庁・支所の機能分担と組織づくり 

○ 庁舎建設事業 
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基本施策② 市内外から多様な主体を受け入れる、開かれたまちを 

つくる 

基本施策番号 

61 

【生活課題】 血縁・地縁のみに依存せず、広く、多様な人を受け入れる風土がある 

 

≪現状と課題≫ 

これまでは行政が主体となり、国による関与のもと全国各地で画一的なまちづくりが進められてきま

した。しかし、国の施策においても地方分権一括法の制定や地域主権の取り組みなど、住民が主役とな

ったまちづくりや個性あふれる豊かな地域づくりがより一層重視されています。 

また、各地域が有する課題はそれぞれ異なり、住民のニーズも多様化、複雑化するなかで、だれもが

自由に参加し、身近に地域の課題を話し合える場として、地域住民の自主的な組織が必要です。 

更には、地域に所在する企業も事業所周辺の清掃活動や地域行事等への参加をはじめとして、まちづ

くりに関わるようになってきています。今後、より一層、企業も一市民としてまちづくり、地域づくり

に参加し、住民自治協議会などとの連携を深めることが求められます。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  コミュニティ意識の醸成 

従来からの居住されている住民と新たに転入された住民や外国人住民などとの間に、同じ地域に暮ら

す住民であるとの意識を広め、コミュニティ活動を活性化させるため、住民自治協議会等と連携し、市

民自ら参加・交流できる機会の創出や支援を行います。 

また、企業に対しても、地域における市民としての意識を醸成するとともに、地域の一員として住民

自治協議会等への参画を促します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 自治基本条例推進事業 

○ 住民自治協議会設置支援事業 
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政策４ 地域のなかに価値を見いだせる自治のしくみ 
基本施策① 豊かさを実現するための地域に合った施策を住民自らが 

選択する 

基本施策番号 

62 

【生活課題】 皆が、本当の幸せや豊かさや命の尊さなどを認識しながら、心豊かに過ごしている

 

≪現状と課題≫ 

住民自治活動は、これまで自治会(区)が中心となって、地域福祉、自主防災、景観づくりなど、住民

自治の重要な側面を担ってきたことから、自治会（区）を住民自治協議会の中心（核）として明確に位

置づけた組織とする必要があります。また、補完性の原則8に基づいた、市民が主役となり地域が主体と

なった分権型のまちづくりを実現するには、地域と行政がそれぞれ自立した対等なパートナーとして地

域の発展に協力する関係であることや、地域住民が、自らの課題をともに協力し、自らの手で解決・決

定する「私たちのまちは私たちの手でつくる」という協働のしくみづくりを進めていかなければなりま

せん。 

これらの支援を進めるためには、横断的な行政組織体制や地域担当者、市民活動支援センターなどが

連携しながら地域自治を推進することが必要となります。 

あわせて、市民と市の情報の共有や、市政への市民参加を促進し、市民と行政が一体となって生活者

の視点で施策の展開を図り、市民が住んでよかったと実感できるまちづくりを進めていく必要がありま

す。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  住民自治協議会への支援体制の整備 

自治基本条例に定められ住民が主体的に設置した住民自治協議会と、これまで地域福祉、自主防災、

景観づくりなど、住民自治の重要な側面を担ってきた自治会(区)との関係性を明確にし、市民が主役と

なり地域が主体となったまちづくりを実現するため、地域と行政がそれぞれ対等なパートナーとして地

域の発展に連携・協力するしくみづくりや、地域住民が、自らの課題をともに協力し、自らの手で解決・

決定する「私たちのまちは私たちの手でつくる」という自己決定･自己責任の気運を高めます。 

また、住民自治活動を支援するため、横断的な行政組織体制や地域担当者、市民活動支援センターな

どが連携しながら地域自治を推進します。あわせて、市民と市の情報の共有や、市政への市民参加を促

進し、市民と行政が一体となって生活者の視点で施策の展開を図り、市民が住んでよかったと実感でき

るまちづくりを進めます。 

                                                  
8 補完性の原則：「家族や地域などの小さな単位で可能なことはそれに任せ、そこでは不可能もしくは非効率なものを、

市町村や県、国などの大きな単位が行う」という考え方 
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施策２  地域まちづくり計画の策定・見直しの支援 

市民自らが地域の課題を解決し、住みよい地域をつくるため、まちづくりの目標や方針、活動の具体

的な内容をまとめた地域まちづくり計画について、住民の意思が反映され、地域が継続的に活用する計

画となるため、策定や見直しに必要な基礎データとして、行政の持つ統計データ等を住民自治協議会別

に提供できるよう整理します。 

また、これらの行政統計データが地域まちづくり計画に活かされるように、行政の横断的組織が連

携・協力して支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 住民自治協議会への財政支援事業 

○ 協働推進事業 

○ 地域担当職員制度の導入 

○ 住民自治協議会への行政統計データ提供事業 

（数値目標）  現状値(平 22) 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇地域まちづくり計画の策定数 37 件 38 件  38 件 
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政策５ 地域に合った主体的な活動による暮らしやすいしくみ 

基本施策① 住民自治活動を活発化させる 
基本施策番号 

63 

【生活課題】 住民自治活動が活発である 

 

≪現状と課題≫ 

自治基本条例に基づいて、だれもが自由に参加し、身近な地域の課題を話し合い、解決できる場とし

て、住民自治組織の設置が進みました。今後、自主自律した住民自治の確立を目指し、地域による民主

的な運営により、地域まちづくり計画に沿った活動や運営が進められるとともに、ＮＰＯや行政など他

団体との協働によるまちづくりが進められるよう、行政組織全体を通した支援が求められますが、住民

自治組織の主体性や自主性が損なわれないよう配慮しなければなりません。 

市民活動支援センターについては、市民活動（住民自治活動・市民公益活動）の活性化に向けた総合

的な支援の窓口として、情報収集と提供、コミュニティビジネス9支援、財政支援、人材育成と人材派遣

などの多様な機能が期待されています。 

今後、「市民活動支援センターの設置に関する報告書」や「市民活動支援センターに関する提言」を

参考に、人的・財政的な充実により、その機能を充実させることが必要です。 

行政の地域窓口として設置している地区市民センターを住民自治の活動拠点（自治センター）とする

ため、地域が主体となった運営管理にすることが必要です。 

また、老朽化が進んでいる地区市民センターについては、改修等が必要となっています。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  住民自治活動を含めた市民活動支援機能等の充実 

地域福祉、子どもの健全育成、自主防災、地域防犯、環境美化、景観づくりなど、地域のさまざまな 

課題を解決するため、行政組織の横断的な支援体制の構築や市民活動支援センターの機能充実を図り、

住民自治活動や協働事業を推進します。 

今後のまちづくりは、市民が主体となった活動が重要となることから、市民が住民自治活動やＮＰＯ

活動等に主体的に参加・参画できる環境づくりを進めるため、コミュニティビジネス支援や市民公益活

動に対するマッチング・ギフト10（寄附のしくみ）の周知を行うとともに、新たな財政支援のしくみづ

くりや市民活動保険の導入について検討を行います。 

市民活動支援センターの運営にあたっては、伊賀市社会福祉協議会の伊賀市ボランティア・市民活動 

センターや民間の中間支援組織などと連携した支援体制を構築するとともに、住民自治活動やＮＰＯ

活動等のニーズに応じた運営方法のあり方について検討を進めます。 

 

                                                  
9 コミュニティビジネス：地域住民等が、地域の課題を解決するため、または特産や自然等の地域資源を活用して行うビ

ジネスのこと 
10 マッチング・ギフト：７ページを参照 
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施策２  地区市民センター（自治センター）の整備充実 

各地域に設置された地区市民センターを自治センターと位置づけ、住民自治活動の拠点として住民自

らが施設を運営管理できるよう、検討を行います。 

既設の地区市民センターについては、老朽化に伴う改修や修繕について計画的に整備を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 地区市民センター改修整備事業 

○ 市民活動支援センター充実事業 

○ 市民公益活動の推進（地域活動支援事業） 

○ 住民自治協議会と市民活動団体等の協働推進事業 

（数値目標）  現状値(平 22) 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇自治センター整備数 38 か所 38 か所  - 

 ◇自治センター建替、修繕施設

数 

0 か所 （新規設定） 6 か所 
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政策６ 安心して窓口サービスが利用できるしくみ 

基本施策① 公共サービスの窓口を分かりやすくする 
基本施策番号 

64 

【生活課題】 公共機関や行政サービス窓口の場所や手続きが利用しやすい 

 

≪現状と課題≫ 

市民にとって利用しやすい公共サービス窓口の構築に向けて、分かりやすい組織の設置とスムーズか

つ的確な対応ができる職員の接遇能力等の質的向上が求められます。また、ノーマライゼーション11や

超高齢社会への対応など、社会的要請にいかに応えていくかも重要な課題となっています。 

このようなことから、市では、窓口のワンストップサービス12化や利用時間の延長を実施するととも

に、職員の接遇研修やＣＳ（顧客満足度）研修などを実施しています。 

今後は、市民から寄せられた意見、要望を的確に把握し、社会情勢の変化に応じた、より分かりやす

く利用しやすい機能的な公共サービス窓口としていく必要があります。そのためには、新市庁舎の建設

に合わせた施設整備の検討も進める必要があります。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  窓口サービス機能の充実 

市民の窓口利用に対して、スムーズかつ的確な対応ができるよう、行政職員の接遇能力の向上に努め

ます。また、窓口の利用時間の延長を継続して実施するなど、利便性の向上に努めます。 

 

施策２  相談窓口の充実 

窓口機能を充実させるため相談窓口担当者の専門知識や技術の向上に努め、定期的な相談窓口開設と

公平、公正で誠実な対応の強化を図ります。また、「ふくし総合相談窓口」の設置などワンストップサ

ービス化を図っていきます。 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○体系別専門研修事業 

（接遇研修、CS 研修の充実、クレーム対応研修受講機会の確保）  

（数値目標）  現状値(平 21) 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇管理監督者を中心とした専門

性の高い研修の受講者数 

199 人 300 人  220 人 

                                                  
11 ノーマライゼーション：高齢者や障がいのある人などを施設に隔離せず、健常者と一緒に助け合いながら暮らしてい

くのが正常な社会のあり方であるとする考え方 また、それに基づく社会福祉政策 
12 ワンストップサービス：一度の手続きで、必要とする関連作業をすべて完了させられるように設計された行政サービ

ス 
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政策７ 公共施設が利用しやすいしくみ 

基本施策① 保健・福祉などのサービスを身近で受けやすくする 
基本施策番号 

65 

【生活課題】 健康診断を近くの施設でだれでも気軽に受けることができる 

 

≪現状と課題≫ 

健康・福祉など市民の生活に密着した公共サービスについては、少子高齢化の進行に伴う社会構造の

変化などに対応し、住まいや勤務先など生活の拠点からできる限り身近なところで受けられることが必

要です。このため、支所において相談窓口を設置し、各地区の保健福祉センターの事業を実施するなど、

市民の利便性を確保するよう努めています。また、地区市民センターで戸籍、住民記録関係の証明書類

の交付を行えるようにしています。 

今後は、本庁、支所等における所管業務の整理や人員面での適正配置を検討していく必要があります。 

あわせて、行政サービスの外部委託等も積極的に検討し、行政の効率化を更に推進していく必要があ

ります。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  公共サービス提供体制の向上 

保健や福祉サービス等、身近な地域で受けることが望まれるサービスについて、支所単位などでの提

供ができる体制づくりに努めます。 

また、市民からの要望などにより業務を整理し、各地域拠点の所管業務を検討します。 

 

施策２  公共サービスの質の向上 

市民の満足度向上のため、ニーズの把握と反映に努め、行政サービスの質を高めます。 

また、行政サービスの質を確保しつつ、可能な限り外部委託を行うなど効率的な行政運営を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 本庁・支所の機能分担と組織づくり 

○ 行政サービスの外部委託促進 
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基本施策② 文化・スポーツ施設などの公共施設を利用しやすくする 
基本施策番号 

66 

【生活課題】 文化施設が有効活用され、よく利用されている 

 

≪現状と課題≫ 

公の施設とは、住民の福祉を増進する目的を持って、その福祉の向上に欠かせない公共サービスを均

等に提供する施設のことを言います。観光施設や文化施設、あるいは運動施設などの公共施設は、さま

ざまな形で市民に利用されています。 

しかしながら、市民のニーズの多様化とともにサービスの向上が求められていることから、今日では

ユニバーサルデザイン13の考え方を取り入れた施設とするなど、利用しやすくすることが必要です。 

現在、本市では民間活力を活用し、サービスを向上させるため、多くの施設で指定管理者制度14を導

入しています。今後は、住民サービスの質の向上と効率的な運用が両立されるよう、指定管理者制度導

入施設の運営状況の検証・評価を進めていく必要があります。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  公共施設の利便性向上 

使いやすい公共施設に向けて、利用時間や利用料金などについて、市民のニーズの把握と反映に努め

ます。 

また、だれもが利用しやすい公共施設とするため、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れます。 

 

施策２  指定管理者制度の運用 

指定管理者制度を導入している施設については、住民サービスの向上と効率的な管理運営が行われて

いるかモニタリングによるチェックを行い、指定管理者の更新に反映させるとともに、評価結果につい

て公表項目を含めその取扱を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○指定管理者制度導入施設の運営状況の検証・評価 
 
                                                  
13 ユニバーサルデザイン：38 ページを参照 
14 指定管理者制度：９ページを参照 



169 

 
政策８ 効果的に行財政運営を進めるしくみ 

基本施策① 行財政改革を推進する 
基本施策番号 

67 

【生活課題】 行財政改革が進んでいる 

 

≪現状と課題≫ 

平成１８（２００６）年３月に、行財政改革を推進するため９項目の重点事項からなる「行財政改革

大綱」を策定しました。この大綱を具体化するため、平成１８（２００６）年度から平成２０（２００

８）年度までは前期実施計画として１０３項目、平成２０年（２００８）度から平成２２（２０１０）

年度までは後期実施計画として７３項目の取り組みを進めてきました。 

しかし、人件費や公債費15などの義務的経費16は依然として高い割合を占めており、今後も厳しい財政

運営が続くと予想しています。また、合併の特例期間が終了し、平成２７（２０１５）年度からは、地

方交付税の段階的な縮減が始まるとともに合併特例債もその年以降、活用できなくなり、ますます財源

不足が深刻化する恐れがあります。 

一方、少子高齢化をはじめとして、多文化共生の進展や環境に対する関心の高まりなど、社会や経済

の情勢が大きく変化するなかで、市民の行政に対する需要はますます多様化・高度化する一方、地方分

権の流れは更に加速し、国や県からの事務権限の移譲が進められることが確実視されています。 

このように、行政に対する需要は拡大し、それに伴う事務・事業量の増加に加え、合併時の事業推進

による公債費の増加や少子高齢化に基づく扶助費17の増加など、義務的経費が依然として高い割合を占

め、厳しい財政運営が続きます。限られた財源で多様かつ複雑な市民のニーズに応え、更に行財政改革

を推し進めていく必要があることから、自治基本条例第５６条（行政評価）を根拠として、平成１８（２

００６）年度に行政評価システムを導入しました。また、「第１次行財政改革大綱」に引き続き、平成

２３（２０１１）年度を初年度とする「第２次行財政改革大綱」を策定しています。 

本市は、市民が主役となり地域が主体となった分権型まちづくりを目指しており、その実現のために

は、行政職員の意識改革や行政のしくみを見直す行財政改革を継続的に推進していくことが重要です。

組織のスリム化、フラット化18、ネットワーク化を更に進め、地方交付税の合併算定替19の特例がある期

間中に財政のスリム化や義務的経費の抑制を行い、より健全な体制づくりを進めなければなりません。

また、限られた財源のなかで、公共サービスの向上にさらなる創意工夫を凝らせるよう、行政に対する

市民評価や監査制度の充実が必要です。 

 

                                                  
15 公債費：地方公共団体が借り入れて返済する地方債の元金や利子の償還額。公債費は、人件費や扶助費とともに義務

的経費であるが、人件費や扶助費と違い、過去の債務の支払いに要する経費である。 
16 義務的経費：支出することが制度的に義務づけられている経費のことで、人件費、扶助費、公債費の３つからなる。 
17 扶助費：生活困窮者、高齢者、障がいのある人などの支援のため、法令等に基づき支出する経費のこと 
18 フラット化：組織の管理階層を削減すること。組織の下位階層に権限が委譲され、各構成員が高い自律性を持って活

動することにより、スピーディーな意思決定の実現を図ろうとするもの 
19 合併算定替：市町村合併の後でも、合併がなかったものと仮定し、合併前の旧市町村ごとに算定した普通交付税の合

算額を保障する制度 合併による普通交付税の不利益を被ることがないように配慮したもので、合併 10 年後から段階的

に削減される。 
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≪施策の方向≫ 

施策１  持続可能な財政構造の確立  

普通交付税の「合併算定替」を見据え、大規模プロジェクトに取り組みながら、財政の健全化を推進

します。 

特に、市内に点在しているすべての施設については、現在の状況を踏まえ、必要な施設かどうか検討

し、利用状況や今後の維持管理コストなども勘案し、機能集約等が可能なものについては統廃合してい

きます。また、その管理方法についても、市民ニーズに合った、より効率的なものとするために、住民

自治協議会やＮＰＯ等との協働による新たな管理形態も検討します。 

 

施策２  行政の事務事業領域の再構築 

より効果的・効率的な行政運営の実現のため、補完性の原則20に基づき、行政が本来担わなくてはい

けない事業の範囲を見極め、事務事業評価を活用した事業の見直しや制度の確立などさまざまなしくみ

の見直しを積極的に行います。 

また、経済性や効果性のみならず、行政の責任を確保しながら、民間活力の活用により、業務の一層

の効率化と経費の節減を図るとともに、市民満足度の高いサービスを提供するため、行政手続の簡素

化・迅速化の向上を一層推進し、行政サービスの利便性の向上を図ります。 

 

施策３  時代に対応できる人や組織の育成 

人材育成基本方針に掲げられている「求められる職員像」の実現に向けて、必要な能力や資質の向上

を図るとともに、採用、異動、登用、評価、給与、人材育成、退職、再任用などに関する公正で透明性

のある総合的な人事システムづくりに取り組みます。 

職員一人ひとりの意識と能力が高まるよう、課・係内での会議、能力開発、職員研修、コミュニケー

ションの充実に取り組み、若手職員の市政への積極的な関与を促すとともに、自治基本条例に基づき、

市民に分かりやすく機能的・効率的な執行体制の整備のため常に組織の見直しを行い、総合計画に掲げ

る政策目的の達成に向けた効果的な行財政運営を図ります。 

また、定員管理では、個々の職員の能力を 大限に活用することや、新規の行政需要による業務量の

増加に対しても原則として現有職員の配置転換等で対応するものとし、通常業務においても業務量に見

あった適正な人員配置を行うなど、行財政環境の変化に即した定員管理のために、今後とも定員適正化

計画を推進します。 

 

施策４  市民への説明責任の確保と実行  

市民主体のわかりやすい行財政運営を行うために、市が取り組んでいる政策や事業について、市民が

必要とする情報を的確に把握して収集・整理するよう職員の意識改革を行い、市が策定する計画や指針、

財政状況等の情報の共有を徹底します。 

そのため、広報やホームページ等を今まで以上にわかりやすい内容にするとともに、他の情報共有手

段の整備に努め、市民への説明責任を果たします。 

 

                                                  
20 補完性の原則：162 ページを参照 
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施策５  市民と行政の協働  

自治基本条例に基づき、市民や市、各種団体等が、それぞれの責任と役割を認識し、相互に補完、協

力していけるよう、協働の基本原則（ルール）を構築して、協働のまちづくりを進めます。 

また、市民や市、各種団体等が協働を進めることによって、市民の視点に立った行財政運営や分権型

のまちづくりを進めることができることから、協働やそのしくみについて行政職員の意識改革を進める

とともに、市民や各種団体等に対して協働によるまちづくりについての啓発を行い、協働できる環境づ

くりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な事業） ○ 第２次行財政改革大綱の推進 

○ 出前講座の実施 

○ 財政健全化判断比率の公表 

○ 行財政改革推進事業 
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基本施策② 財政基盤を確立する 
基本施策番号 

68 

【生活課題】 財政基盤が確立している 

 

≪現状と課題≫ 

本市の財政状況については、平成２１（２００９）年度普通会計決算で、歳出総額に対する義務的経

費21比率は４８．４％と前年度同数値５２．７％と比較して改善してはいるものの、依然として高い水

準を示しているほか、平成２１（２００９）年度末の地方債残高は５６９億円で、類似団体22（Ⅲ－０）

の平均値と比較して、約１００億円程度大きい状況にあります。 

また、基金のうち財政調整基金23・減債基金24の現在高は約３０億円となり、平成１７（２００５）年

度末の約２４億円と比較して、やや改善しているものの、類似団体と比較すると１０億円以上少なく、

今後合併による財政的支援が活用できなくなることなどを想定すると、依然厳しい財政状況にあります。 

本市の自主財源は、歳入予算の約４割であり、うち市税は歳入予算の約３割を占めており、市財政を

支える税源の確保は重要です。世界的な景気の低迷を受けて、法人税を中心に税収の低迷が続いていま

すが、コンビニ収納の実施などによる納税しやすい環境づくりや、滞納者に対する適切な処置を行い、

市税収入の確保に努める必要があります。 

また、国は地域主権を唱えていますが、その財政状況は厳しく、国の財政再建プランにより、市町村

がますます財源不足に陥ることが危惧されます。更に合併特例制度25の期限などを見据えて、今後は、

堅実かつ柔軟な財政運営ができるよう、より一層の財政の健全化を進める必要があります。 

 

 

≪施策の方向≫ 

施策１  効果的な行政運営の推進 

行政運営を進めるにあたって、民間企業で活用されている経営理念や手法を可能な限り公的部門へと

適用することにより、公共部門のマネジメントの革新を図るため、有識者の助言を仰ぎながら、事業実

施や施設運営などにおいて目的やその効果を明確にし、より効率的･効果的で、質の高い公共サービス

の提供を図ります。 

また、事務事業評価や施策評価による事務事業の見直しと連携し、より効果的なサービスの提供に努

めます。 

 

                                                  
21 義務的経費：169 ページを参照 
22 類似団体：全国の市町村を人口と産業構造をもとに類型化したもの 
23 財政調整基金：年度間の財源の不均衡を調整するために設けられる基金のこと 
24 減債基金：起債の償還に備えて償還金を積み立てる基金のこと 
25 合併特例制度：市町村の合併の特例に関する法律に基づく措置のこと 合併後一定期間は、財政面での優遇措置や、

組織機構面での特例措置を取ることが可能となる。 
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施策２  経費の節減 

住民自治の活性化を促進させ、行政のスリム化を進めるとともに、バランスシート26や行政コスト計

算表27を活用して、行政職員のコスト意識を高め、経費の節減に努めます。 

 

施策３  財源の重点的配分 

限られた財源を有効に活用するため、投資的経費における主要事業への重点的な予算配分を行うとと

もに、その効果について的確に評価し、効果的な配分を図ります。 

 

施策４  自主財源の適正化 

市税収納率の向上に向け、口座振替の推進やコンビニ収納による納付場所や時間の拡大、通訳を兼ね

た納税相談員や徴収嘱託員の雇用など、あらゆる収納対策を講じ納税環境の充実を図るとともに、納税

意識の希薄な滞納者に対しては、差押えや三重地方税管理回収機構への移管措置など徹底した滞納処分

を執行し、市税収入の確保に努めます。また、地域の産業振興と経済活動の活性化を図り、税収の向上

に努めるとともに、使用料その他公債権の計画的な回収に努めます。 

これまでも市の印刷物やホームページ等を広告媒体として商品化を行ってきましたが、新たに行政バ

スなどへの広告掲載やネーミングライツ28導入などの検討を行うほか、市有施設に設置されている自動

販売機について、一般競争入札を導入するなどして、自主財源の確保に努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（数値目標）  現状値(平 21) 目標値(平 22) 目標値(平 27)

 ◇市税収納率 89.19％ 86.4％  93.95％ 

 ◇実質赤字比率 - （新規） 現状値（黒字）

を維持 

 ◇連結実質赤字比率 - （新規） 現状値（黒字）

を維持 

 ◇実質公債費比率 15.9   15.9 以下 

 ◇将来負担比率 129   129 以下  
                                                  
26 バランスシート：貸借対照表のこと 市が所有している資産と、その資産を形成するために要した負債や財源との関

係を明らかにするもの 
27 行政コスト計算表：人的サービスや給付サービスなど資産形成につながらない行政サービスなど、バランスシートに

表れない経費を把握しようとするもの 
28 ネーミングライツ：命名権の意 公共施設などにスポンサー企業の社名やブランド名を付与し、広告料収入を得るも

の 


