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第 6次行政改革大綱の改訂にあたって  

 

～ 『ふるさと龍ケ崎』のため，信頼と一体感のあるまちを目指して ～ 

 

 

人口減少社会の到来や少子高齢化の急速な進展など，社会構造が大きく転換してい

く中，国と地方との関係も変化しており，地方自治体は自らの責任と判断でまちづく

りを進めていくことが求められております。また，「自助・共助・公助」が機能する

持続可能なまちづくりを進めるためには，地域を構成する市民・地域コミュニティ・

ＮＰＯなど多様な主体と行政がそれぞれの役割と責任のもと，協力・協働して公共の

領域を担っていくことが今後一層必要になります。 

そのため，本市では，これまでの仕事の進め方や考え方を変革するとともに，行政

運営あり方や方向性を示す指針として，平成 21 年度に第 6 次行政改革大綱を策定し

ました。また，平成 22 年度からこれまでの間，本大綱の基本方針として掲げた「市

民に信頼される市政」，「協働による市政」，「効率的で質の高い市政」の実現を目指し，

行政改革に取り組んできたところです。 

一方，世界的な経済不況や少子化・高齢化の急速な進行，社会経済情勢の変化など，

地方自治体を取り巻く環境はこれまで以上にめまぐるしく変化しております。 

本市では，これらの時代の流れや変化を踏まえ，今後のまちづくりに的確に反映さ

せていくため，そして本市の個性を活かした「龍ケ崎スタイル」の構築に向けた新た

な指針として，平成 23 年度に「ふるさと龍ケ崎戦略プラン」を策定しました。同プ

ランは，これまで地方自治法で策定が義務付けられていた総合計画に代わる市の最上

位計画に位置づけるとともに，計画の内容もこれまでの総花的な構成から，戦略的視

点と市民視点を重視したものとしています。さらに，「ふるさと龍ケ崎戦略プランと

第 6次行政改革大綱を政策実行の両輪」と位置づけ，一体的に推進していくことを基

本としています。 

そのようなことから，今回，本大綱の計画期間や目標値などについて同プランとの

整合を図るため一部見直し，改訂するものです。 

本大綱が，今年度からスタートした，ふるさと龍ケ崎戦略プランで掲げた各施策を

推進するための礎として機能するよう，引き続き改革の歩みを進めてまいります。 

 

 

  平成 24年 8月 

龍ケ崎市長 中 山 一 生 
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 第 6次行政改革大綱は，市民の方が

見て分かりやすい内容になるように

グラフやイラスト，脚注などを多数用

いて作成しました。 
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１ これまでの行政改革の取組み   

 

（1）本市の行政改革の経緯                           

 本市では，昭和 61 年 3月に行政改革大綱を策定して以降，平成 21年度まで 5次に

わたって行政改革に取り組んできました。第 1次から第 5次までの行政改革の取組み

では，その時々における市民ニーズや社会経済情勢を踏まえるとともに，市民と行政

を取り巻く環境を勘案し，重点項目や目標値などを定め，その達成を目指してきまし

た。 

 また，第 3次の改革からは財政基盤の確立を目指し，財政健全化プランも併せて策

定するなど，行財政改革を一体的に推進してきました。 

 これまでの行政改革大綱の概要については，以下のとおりです。 
  

第 1 次 ◆大綱策定の背景 国が示した「く公共団体における行政改革推進の方
針」を踏まえ，都市化の進行と多様化する行政需要に対応するために
策定 

○推進期間 昭和 61年度～ 
◎措置事項 
１ 事務事業の見直し 
２ 組織・機構の簡素・合理化 
３ 給与の適正化 
４ 定員管理の適正化 
５ 民間委託・ＯＡ化等の事務改革の推進 
６ 会館等公共施設の設置及び管理運営の合理化 
 

龍ケ崎市 

行政改革大綱 

（昭和 61年 3月策定） 

 

 

 

 

第 2 次 ◆大綱策定の背景 国が示した「地方公共団体における行政改革推進の
ための指針」を踏まえ，高齢化社会と地方分権推進法の施行を勘案し
て策定 

○推進期間 平成 8年度～平成 10年度（3 年間） 
◎重点項目 
１ 事務事業の見直し 
２ 時代に即応した組織・機構の見直し 
３ 適正な定員管理の推進 
４ 効果的な行財政運営と職員の能力開発等の推進 
５ 行政の情報化の推進等による行政サービスの向上 
６ 公共施設の設置及び管理運営 
 

龍ケ崎市 

第 2 次行政改革大綱 

（平成 8年 3月策定） 

 

 

 

 

第 3 次 ◆大綱策定の背景 国が示した「地方自治・新時代に対応した地方公共
団体改革推進のための指針」を踏まえ，長期的な景気低迷による財政
の悪化や本格的な少子高齢化の到来，高度情報化，国際化の進展など
に対応するため策定 

○推進期間 平成 11年度～平成 13年度（3年間） 
◎重点項目 
１ 事務事業の見直し 
２ 時代に即応した組織・機構の見直し 
３ 定員管理の適正化の推進 
４ 効果的な行財政運営と職員の能力開発等の推進 
５ 行政の情報化の推進等による行政サービスの向上 
６ 公共施設の管理運営 

 

龍ケ崎市 

第 3 次行政改革大綱 

（平成 11年 3月策定） 

 

 

 

 

 

 

財政健全化プラン〔平成 13 年 3 月策定〕 
推進期間 平成 13 年度～平成 17年度（5 年間） 
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第 4 次 ◆大綱策定の背景 これまでの取組結果を踏まえるとともに，地方分権
一括法の施行による機関委任事務制度の廃止や国･県の関与の見直し
などを勘案して策定 

○推進期間 平成 14年度～平成 17年度（4年間） 
◎重点項目 
１ 行政運営の近代化 
２ 財政運営の近代化 
３ 市民参画型行政への転換 

 

龍ケ崎市 

第 4 次行政改革大綱 

（平成 14年 3月策定） 

 

 

 

 
 

第 5 次 ◆大綱策定の背景 国が示した「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」を踏まえ，地方分権と国の三位一体の改革の推
進や市民活動の活性化･行政への市民参加などを勘案し策定 

○推進期間 平成 18年度～平成 21年度（4年間） 
◎重点項目 
１．経営資源の効率的運用 
２．新しい公共形態の形成 
３．信頼される行政運営 
 

龍ケ崎市 

第 5 次行政改革大綱 

（平成 18年 6月策定） 

 

 

 

 

（2）行政改革の主な成果と検証                         

 本市では，これまで全庁を挙げて行政内部の削減・減量型の改革を中心に取組み，

大きな成果を上げてきています。しかしながら，国の三位一体の改革1による影響な

どもあり安定した財政基盤の確立には至らず，一方では市民にも行政改革の取組みが

十分に伝わっていないと思われます。 

 また，効率的・効果的な公共サービスを提供していくため，職員の意識改革を推進

し，一定の成果を上げていますが，組織内での情報共有不足など，すべての職員の意

識改革には至っていないと認識しています。 

 これらの経緯を踏まえ，第 1 次から第 5 次における行政改革の主な取組結果を 13

項目に分けて検証した結果を以下に示します。 

 なお，これまでの行政改革の検証にあたっては，まちづくり市民アンケート2にお

ける市民の声や第三者機関である行政改革推進委員会からの意見を踏まえて検証し

ています。詳細な検証結果は，後段（参考資料：30ページ）に掲載しています。 

 

  情報の共有化は進んでいるか   

  情報の共有化に向け，平成 10 年度に情報公開制度を導入するとともに，市公式

ホームページを開設し，平成 14 年度にまち育てハートフル講座3の開設，平成 17

                                                   
1 三位一体の改革     ：国庫補助負担金の削減，地方交付税制度の見直し，税源移譲の三つを同時に実施

することで，国・地方の財政再建と地方分権を進めようとする政策です。 
2 まちづくり市民アンケート：市政に対する様々なニーズを幅広い層から集め，その声をまちづくりへと反映さ

せてくいことを目的に，平成 12年度，15年度，17年度，20年度に実施しました。 
3 まち育てハートフル講座 ：市役所で用意した講座メニューの中から市民の皆さんが「知りたい・聞きたい」

内容の講座を選んでいただき，担当職員が皆さんの地域や学校に出向いてその内

容を説明するものです。 

第 2 次財政健全化プラン〔平成 19年 3 月策定〕 
推進期間 平成 19 年度～平成 21年度（3 年間） 

財政改革推進プログラム〔平成 16年 3 月策定〕 
推進期間 平成 16 年度～平成 18年度（3 年間） 
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年度にパブリックコメント制度4を導入しました。 

  その結果，平成 20 年度に実施したまちづくり市民アンケートの結果では，市役

所からの情報発信に対して満

足している市民の割合（十分に

得られている・おおむね得られ

ている）は 67.0%でした。今後

も市民の理解度・納得度アップ

のため，市民満足度を向上させ

る必要があります。 

 

  職員の意識はどう変わったか   

  職員の意識改革を推進するため，これまでＯＪＴ5や政策研修などの職員研修の

実施のほか，平成 17 年度には節約インセンティブ予算執行制度6，平成 18 年度に

は目標による管理制度及び人事評価制度を導入し，平成 19 年度にはゼロ的予算・

チャレンジ事業7を推進してきました。 

  その結果，平成 20 年度に実施したまちづくり市民アンケートの結果では，市役

所の仕事ぶりに満足している

市民の割合（満足・やや満足）

は 30.2%で以前よりも増加傾向

にあります。しかし，満足して

いない市民の割合（不満・やや

不満）は 42.6%であることを考

えると今後もさらなる意識改

革を推進し，市民満足度を向上

させる必要があります。 

 

  職員等の給与は適正か   

  職員等の給与の見直しについては，管理職手当のカットをはじめ，給与構造改革

に伴う新給料表の導入による職員給料の昇給凍結，特殊勤務手当の廃止等を実施し

                                                   
4 パブリックコメント制度    ：市が基本的な政策等の策定を行う場合に，その案を公表して市民の皆さん

からのご意見を募集し，寄せられたご意見を考慮して市が最終的な意思決

定を行う一連の手続をいいます。 
5 ＯＪＴ            ：〔On-the-Job Training〕職場研修の略称。職場において上司・先輩等が仕

事を通じて，また，仕事に関連させながら部下を育成・指導するものです。 
6 節約インセンティブ予算執行制度：事業を行う際に職員の創意工夫や新たな財源の確保により，予算の節減が

できた場合，その節減額は節減を行った部局の翌年度以降の予算に上乗せ

するものです。 
7 ゼロ的予算・チャレンジ事業  ：職員一人ひとりの積極的な創意工夫のもと，特段の予算を使わずに，人材

や施設などの「資産」，広報やホームページなどの「情報発信」，市民や民

間との協働・連携などの「ネットワーク」，これらを有効活用して限られた

財源の中で行政サービスを実施する取組みです。 

市役所の仕事ぶりに対する満足度

4.1

4.5

5.8 24.4

20.3

17.8 25.2

22.4

21.7

11.9

27.3

20.9

39.0

21.0

23.4

2.0

4.5

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H20.8

H17.9

H15.8

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

市役所からの情報発信に対する満足度

5.0 62.0 23.1 6.3 3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H20.8

十分に得られている おおむね得られている あまり得られていない

不十分である 無回答
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てきました。 

  その結果，平成 20 年度と平成 13年度の職員一人あたりの平均給料額を比較する

と平均年齢が増加傾向にあるにも拘らず，平成 20年度の方が低額となっています。 

  また，平成 20 年度における本市のラスパイレス指数8は 97.5 であり，全国市平

均（98.3）を下回っています。今後も人事院勧告9による民間賃金を踏まえた給与

水準を維持していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  職員数は適正か   

  市職員数の適正化については，これまで５次にわたり定員適正化計画を策定し，

職員数の適正化に取り組んできました。 

  その結果，職員数は平成 21年度では平成 13年度と比較すると 88名（15.3%）の

減員となっており，類似団体と

比較しても本市の職員数は低

くなっています。 

  今後も職員数が減少する状

況でありますが，市民サービス

の低下につながらないよう職

員の資質向上や行政運営の効

率化に努めていく必要があり

ます。 

 

  財源の確保・市税などの徴収は進んでいるか   

  負担の公平性と財源を確保するため，使用料・手数料の定期的な改定の仕組みや

行政財産使用料徴収条例の制定に加え，平成 15 年度からは広告掲載事業として，

                                                   
8 ラスパイレス指数：各地方公共団体の一般行政職の平均給与額を，職員の学歴別・経験年数別構成などが国と

同一であると仮定し，国家公務員の平均給与額を 100として算出した指数のことです。 
9 人事院勧告   ：国家公務員法に基づき設置された中央人事行政機関である人事院が，民間企業に勤める労

働者と一般職の国家公務員の給与水準を比較検討して，双方の給与水準の格差をなくすこ

とを目標に，給与の改定を内閣と国会に提出（勧告）することを言います。 

市職員数等の推移
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※平均給料月額は，行政職（一般会計職員）の基本給を計上しています（1月 1日現在）。 

 

※各年度とも，4月 1日現在の人数を示します。 

ﾗｽﾊﾟｲﾚｽ指数の推移

99.5

97.8
97.5

99.3

101.8

100.9 100.9

99.1

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

ﾗｽﾊﾟｲﾚｽ指数



龍ケ崎市第 6次行政改革大綱 

（改訂版） 
１ これまでの行政改革の取組み 

 
 

 

5 

ホームページや広報紙，封筒などに企業の広告を掲載し，さらには平成 19・20 年

度には白羽地区の準工業地域に 4社の企業誘致を実現しました。 

  また，平成 12 年度には収納特別対策班・グループを配置するとともに全庁体制

での滞納整理に取り組んできました。 

  市税の収納済額及び徴収率は，

平成 16 年度以降上昇傾向にあり

ましたが，平成 20 年度には世界

的金融危機による経済不況など

の影響もあり，減少に転じてしま

いました。収入の根幹である市税

の確保は重要であり，今後も引き

続き徴収体制の強化と納税環境

の整備に努める必要があります。 

 

  市民サービス，市役所の印象は良くなっているか   

  市民の利便性の向上として，平成 8年度から一部申請書の押印廃止，平成 9年度

から申請書・届出書の簡略化を行いました。平成 11年度には自動交付機を設置し，

市役所開庁時間外である夜間・休日にも住民票，印鑑証明書及び外国人登録済証の

発行が可能となりました。 

  また，窓口等における市民への接客対応の向上のため，接遇研修なども定期的に

実施しています。 

  平成 18年度に実施したお客様満足度アンケート10の結果では，職員の対応につい

て，5点満点中平均で 4.1点でした。今後もさらに上のレベルを目指して努力する

必要があります。 

  なお，お客様満足度アンケートの中で，

今後実施してほしいサービスとして，休日

における窓口業務の開設や記載の補助・付

添案内などの意見が寄せられています。平

成 19 年度から職員が申請書の記載補助や

付添案内等を行うフロアマネージャーを配

置しましたが，休日や夜間における窓口開

設についても必要性を踏まえ，引き続き検討する必要があります。 

 

  民営化・民間委託は進んでいるか，サービスはどう評価されているか   

  民営化・民間委託の推進として，平成 12 年度に学校給食センター第二調理場，

平成 17 年度には第一調理場の調理業務を民間委託し，平成 18 年度には文化会館，

                                                   
10 お客様満足度アンケート ：市民の市役所に対するサービス満足度や要望などを調査し，今後提案する市民サー

ビス向上に向けた施策の参考資料とするため実施しました。 

市税収納済額及び徴収率の推移
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農業公園豊作村，総合福祉センター及び佐貫駅東駐輪場など，7 つの公の施設に指

定管理者制度11を導入しました。 

  平成 20 年度に実施したまち

づくり市民アンケートでは，行

政サービスの民営化に対する

満足度（満足・やや満足）は

12.6%と前回の調査よりは上昇

していますが低い結果となっ

ています。 

  一方，一事例ですが平成 20 年度に民営化した中央保育所の保護者を対象に民営

化に伴うアンケートを行った結果は，民営化に対する満足度（良い・やや良い）は

79.1%と高いものとなっています。 

  今後については，市民サービスの向上の観点を踏まえながら，さらに民営化等を

推進するとともに，その効果について広く市民へ周知を図っていく必要があります。 

 

  市民の参画機会は増えたか   

  市政への市民参画12を促進するため，平成 11年度に審議会等への市民公募枠の拡

充を行い，平成 17 年度にパブ

リックコメント制度，平成 20

年度には市民広報ボランティ

ア制度13をそれぞれ導入しまし

た。 

  また，市政などに対して市民

から寄せられる意見・要望のう

ち，電子メールでの件数が増加

しています。 

  平成 20 年度に実施したまち

づくり市民アンケートの結果

では，まちづくりに気軽に参加

できる機会に対する満足度（満

足・やや満足）は 19.9%となり，

前回の調査より上昇していま

                                                   
11 指定管理者制度     ：平成 15年 6月の地方自治法の改正によって，公の施設の管理に関して，民間事

業者などの法人や団体（個人は不可）についても，公の施設の管理・運営への参

画が可能となる制度です。 
12 市民参画        ：市民が政策や計画策定段階から自発的かつ積極的にかかわっていくことを意味し，

参加より一歩進んだ状況を参画と表現しています。 
13 市民広報ボランティア制度：広報紙「りゅうほー」の作成や市公式ホームページ「りゅうがさきニュース」の

取材などを行い，市民の視点からさまざまな情報を発信しています。 

まちづくりに気軽に参加できる機会に対する満足度
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す。インターネットの普及などに伴い，電子メールでの意見や要望が増加傾向に

あることは確実です。しかし，満足していない市民の割合（不満・やや不満）は

36.5%であることを考えると，さらに市民の意見などを反映させるシステムを構築

する必要があります。 

 

  市民との協働は進んでいるか   

  市民との協働を推進するため，平成 14 年度に市民活動センターを開設するとと

もに，平成 15 年度に補助金等公募制度14，平成 16 年度には公共施設里親制度15を

それぞれ導入しました。 

  また，平成 18 年度から市民団体などが自主的に行う公益的活動に対する支援策

の一つとして，市公用車の貸出しを開始しました。平成 19 年度には市民との協働

によるまちづくりを前進させるため，市民協働課を新設するとともに，平成 20 年

度に市民協働行動計画を策定し，協働体制を推進しています。 

  これらの取組みなどにより，

公益活動を行う市民団体が育

ってきており，公共施設里親制

度の登録団体数及び登録人数

も年々増加しています。 

  今後は，市民と行政それぞれ

の役割を明確にしたうえで，協

働を推進する必要があります。 

 

  財源不足は解消されているか   

  これまでの財政健全化の取組みにより，財源確保額は目標を大きく上回る見込み

です。しかし，社会経済情勢の

変化や地方交付税制度改革等

により一般財源収入が減少傾

向となる一方で，社会保障費は

増大するなど，想定した推計条

件と大きな違いが生じており，

財源不足の解消には至ってお

りません。 

  また，市が保有する基金16も

                                                   
14 補助金等公募制度：さまざまな分野で活躍する団体の活動を支援するため，市民の福祉の向上や利益増進など

に寄与する市民活動等に補助金を交付するものです。 
15 公共施設里親制度：道路や公園等を「子ども」と見立て，市民や地元企業がこれら施設の「里親」となり定期

的・継続的に清掃などをボランティアで行うシステムです。 
16 基金      ：年度間の財源の不均衡の調整や，特定の目的のために資金を積み立てたものです。また，

特定の目的のため，定額の資金を運用するために設けられるものもあります。 

一般財源の推移168.4
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毎年減少しています。総合運動公園施設整備などの特定目的基金については，事業

の進捗により計画的に取り崩していますが，財源の不足を補うための財政調整基金

においても減少傾向にありま

す。平成 20 年度には約 4 億円

を取り崩しており，今の状況で

は底をつく可能性があるため，

危機意識をより強くもって財

政健全化の取組みを推進する

必要があります。 

 

 

  財政指標は改善しているか     

  ● 経常収支比率の改善     

   財政の余裕度を示す経常収支比率は高止まりの状況となっており，第 2次財政

健全化プランに定めた 90%以下の目標を達成することは困難な状況です。 

   その主な要因は，ニュータウン開発における先行投資や清掃工場，病院，総合

運動公園建設などの大規模

事業による償還負担が高止

まりの状況であることに加

え，市税や地方交付税が減収

基調にある中で，扶助費や医

療費等の歳出が増加基調に

あるためです。今後，収入の

確保はもとより毎年支出さ

れる経常的な経費も見直さ

なければなりません。 
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 経常収支比率は，毎年収入される市税や普通交付税などの一般財源（＝市の判

断で自由に使える収入）が，人件費・扶助費・公債費など毎年支出する経費にど

の程度使われているかという割合で，次の算式で求めます。 
  

経常収支比率（％）＝ 
人件費や借金返済，社会保障費など経常的な支出に使った一般財源 

 
税金や交付税など経常的に収入される一般財源 

  

 サラリーマン家庭に例えると，毎月の給料やボーナスを，食費や教育費，住宅

ローンなど日常生活に必要な経費にどのくらい使っているかということです。収

入が多い場合には，貯金をしたり，レジャーに使ったりすることができます。反

対に支出が多く余裕がなくなると，生活費の節約や貯金の解約なども必要となっ

てしまいます。 

 

  

 

市も同じで，余裕があれば細かな市民要望にも応えることも可能ですが，余裕の

ないときには「緊縮財政」としなければなりません。 
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  ● 将来債務残高の減少    

   将来債務残高17については，市債の発行抑制や繰上償還などにより，計画的に

減少させており，第 2次財政

健全化プランに定めた 530億

円以内の目標達成が見込ま

れる状況です。 

   今後も各世代間の負担に

考慮しながらも市債の発行

抑制に努める必要がありま

す。 

 

  これまでの財政健全化の取組みによる効果は上がっているか   

  これまでの財政健全化の取組みにより，歳入の確保においては約 19 億円，歳出

の削減においては 89 億円超が見込まれ，総額では 108 億円を超える効果が確実視

されるなど，大きな成果を上げています。財政健全化プラン，財政改革推進プログ

ラム及び第 2 次財政健全化プランで定めた目標額の総計は 49 億円でそれを大きく

上回り達成しています。しかし，今後も国の財政改革や経済情勢などを 

見極めながら常に危機意識をもって財政運営に取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※ 平成 21年度の効果額は，見込みの数値です。 

  ・平成 13年度～平成 17年度：財政健全化プランの期間（対比年度：平成 12年度） 

  ・平成 16年度～平成 18年度：財政改革推進プログラムの期間（対比年度：平成 15年度） 

  ・平成 19年度～平成 21年度：第 2次財政健全化プランの期間（対比年度：平成 18年度）

                                                   
17 将来債務残高：長期借入金等の残高を表すものであり，一般家庭の住宅ローンや自動車ローンにあたるもので，

道路や小中学校の建設，消防車両の購入などのために借り入れ，耐用年数などに応じて返済す

るものです。この中にはこの借入金のほかにニュータウン開発時の学校建設や清掃工場のロー

ンも含まれています。 

これまでの財政健全化の取組みによる効果額
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（3）継続した行政改革の必要性                         

 

 本市では，これまで職員数の削減をはじめ，行政の内部改革を中心とする財政健全

化に取組み，大きな成果を上げてきました。しかし，社会経済情勢の変化や国の制度

改革などへの適切な対応が必要であることから，引き続き行政改革の取組みを推進し

なければなりません。 

 そのため，今回の第 6 次行政改革大綱を策定するにあたり，本市の課題を整理し，

今後の方向性を定める必要があります。 

    

 ① 社会経済情勢の変化 

  わが国の少子高齢化に伴い，扶助費や医療費など社会保障費の増大が見込まれて

います。一方で，労働力不足や労働人口の減少が税収に及ぼす影響も懸念されるな

ど，社会的コストと負担の問題が国全体の課題となっています。 

  また，地価下落が続く中，世界的金融危機を契機とした経済不況の影響は法人所

得にとどまらず，個人所得にまで及んでいます。このため，本来，安定財源である

固定資産税や市民税も不安定化しています。 

  ● 少子高齢化・人口減少に伴う社会保障費の増大と税収の減少 

  ● 資産価値の下落基調と経済不況による税収減 

             

 ② 国の制度改革 

  三位一体の改革など，国の行財政改革や地方分権の動きがますます活発化してお

り，地方自治体に求められる責任と負担も増加していることから，自律的かつ持続

可能な行政運営の実現が喫緊の課題となっています。 

  ● 三位一体の改革等による地方交付税の減少 

  ● 地方分権の進展による自主・自律の機運 

  ● 市町村への権限委譲の拡大，まちづくり特例市18の拡充 

    

 ③ 本市の課題 

  本市にとって，まず先行的に取り組まなければならないことは，直面する財源不

足の解消です。これと同時に社会経済情勢の変化等に適切に対処していくため，行

政運営の仕組みの変革や職員の意識改革など，構造的な改革を進める必要がありま

す。 

 

                                                   
18 まちづくり特例市：茨城県まちづくり特例市制度の略称。県は，これまで人口 10万人以上の市，または合併し

て人口 5万人以上となった新市を対象にまちづくり特例市の指定を行ってきましたが，制

度改正により，平成 21年度からは人口 5万人未満の市でも指定を行えるようになりました。

これにより，県が行ってきた土地利用や福祉関係等の主要事務が市に移譲されるようにな

ります。 

これからの行政改革 －行政改革に継続して取り組む必要性と新たな課題は何か－ 
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  ● 財政運営が逼迫（厳しい財政状況） 

   ・余裕度の減少（経常収支比率の上昇） 

   ・脆弱な財政基盤から柔軟な財政構造の構築が急務 

  ● 事業の選択と集中による質的向上・量的縮減 

  ● 仕事の成果（事務事業）と市民の理解（納得性） 

  ● 職員意識の改革 

  ● 公共サービスの担い手・役割分担の再構築（地域コミュニティなど市民協働

の促進） 

 

 

  これまでの行政改革は，行政内部の改革を中心に行うことで，その時々における

市民ニーズや社会経済情勢の変化に対応し，公共サービスを提供してきました。 

  しかし，右肩上がりの経済成長の時代が終わり，これからは少子高齢化に伴う労

働力不足や労働人口の減少，そして市税や地方交付税の減収など，人や財源が限ら

れてくる中で，いかに成果を上げられるか，これからの公共サービスのあり方を見

直す必要があります。 

  また，地方分権等の進展に伴い，これまでの中央が定めた一定の手順に従って行

政を進めるといった 20 世紀型の画一的な「行政運営」から，今後はそれぞれの地

域の環境の変化に対して，各自治体が独自に変革して対応していくといった独自性

ある「行政経営」に転換する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

  今後の方向性   



 

   
２ 第 6 次行政改革大綱の基本的な考え方 
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２ 第 6次行政改革大綱の基本的な考え方   

 

（1）第 6 次行政改革大綱策定の趣旨                       

 これまでの公共サービスは，おおむね行政が人的資源・財源などを投入し提供して

きました。しかしながら，少子高齢社会がわが国全体に及ぼす影響を考えると，現在

の枠組みを維持することは困難と考えます。必要な公共サービスを今後も提供してい

くためには，公共サービスを皆で担うという新たな公共の理念の下，市民，地域コミ

ュニティ，ＮＰＯなどと行政が広範に協力・協働する必要があります。 

 一方で，今後とも行政が公共サービスの主な担い手であることには変わりなく，そ

の役割を担い続けていくためには，事務事業の「選択」と人的資源・財源などの行財

政資源の「集中」が必要となります。つまり資源を有効に無駄なく投入していく必要

があります。 

 行政改革は，ヒト・モノ・カネ・情報という限られた経営資源を活用して，将来に

わたって市民サービスを継続していくために，市役所の仕組みや考え方をその時代に

合った最もふさわしいものへと転換させていくことであります。 

 本大綱は，ふるさと龍ケ崎戦略プランの推進をするために策定するものです。 

 

図 1 第 6次行政改革大綱が目指すイメージ図

限りある資源で 
成果をあげるために 

 
正確な情報を共有して 

 
お互いに協力して 

 
仕組みや進め方を見直して 

 
意識を高く持って 

信頼 

協働 
サービス 
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（2）第 6 次行政改革大綱の位置づけ                       

 これまでの行政改革は総合計画を推進するため，行政機構の簡素合理化や行政経費

の削減を主要課題として取り組んできました。しかし，わが国の社会構造が大きな転

換期を迎えている今，行政運営全体についても抜本的な見直しなくして今後の安定的

な行政経営は望めないものと考えます。 

 そのため，今後の行政経営は，財政収支を踏まえたふるさと龍ケ崎戦略プランの推

進と行政改革を政策実行の基本に見据え，一体的に推進していく必要があります。本

大綱は，これまでの仕事の進め方や考え方を変革するとともに，行政運営のあり方や

方向性を示す指針として位置づけます。 

 また，行政改革を着実に推進するため，具体的な取組事項や実施時期，数値目標等

を明らかにしたアクションプランを策定し推進します。 

 なお，アクションプランの中で，財源の確保に関する部分については，中期財政計

画（仮称）で定めることとします。 

 

図 2 第 6次行政改革大綱の位置づけ

ふるさと龍ケ崎戦略プラン

を推進するための仕組みの

構築と財源の確保 

市の財政収支見通しを明らか

にするとともに，財政運営目標
を定め，財政収支の改善や将来
負担額の削減対策を具体化す

るなど，さらなる財政健全化を
推進するものとします。 

公共サービスのあり方やその

担い手・役割分担を検討，整理
するとともに，市役所の仕事の
進め方や考え方などを変える，

新たな行政の仕組みを構築す
るものとします。 

アクションプラン 

 
財源の確保 

 

 

仕組みの構築 

 

 

中期財政計画（仮称） 

これまでの仕事の進め方や考
え方を変革するとともに，行政
運営のあり方や方向性を示す

指針として位置づけます。 

第 6次行政改革大綱 

財政収支見通し・ローリング 

 

 

本市の目指すまちの姿を明ら
かにし，すべての人が住みやす

いまちの構築に向けての基本
指針を示します。 

行政改革を着実に推進するため，具体的な

取組事項や実施時期，数値目標等を明記 

ふるさと龍ケ崎戦略プラン 

＜今後の行政経営＞ 
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（3）第 6 次行政改革大綱の期間                         

 本大綱の推進期間は，ふるさと龍ケ崎戦略プランとの整合を図り，平成 22 年度か

ら平成 28年度までの 7年度とします。 

また，その実行計画であるアクションプランは前期と後期に分け,前期アクション

プランの推進期間は 3年度とし，後期アクションプランの推進期間は 4年度とします。

ただし，社会経済情勢の急変や新たな行政課題への対応が必要な場合は，弾力的に見

直すこととします。 

 なお，後期アクションプランの策定については，前期アクションプランの進捗状況

を踏まえ，策定時点の諸情勢を反映させるものとします。 

 

図 3 第 6次行政改革大綱の期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22年度 平成 26年度 平成 21年度 

 

平成 26年度 

平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

 
第 6次行政改革大綱の期間 

（H22.4～H29.3） 

 策定期間 

（H21.4～H22.3） 

平成 27年度 

第 6次行政改革大綱 

前期アクションプランの期間 
（H22.4～H25.3） 

第 6次行政改革大綱 
後期アクションプランの期間 

（H25.4～H29.3） 

 策定期間 

（H21.4～H22.3） 

 策定期間 

（H24.4～H25.3） 

平成 28年度 
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３ 第 6次行政改革大綱の進行管理   

 

 行政改革の推進にあたっては，市民と行政の協働のもと，一層の危機意識と改革意

欲を持って取り組んでいくことが求められます。 

 本大綱の進行管理については，市長を本部長とする行政経営推進本部を中心として

行うとともに，行政改革の推進に関連する課等の職員で構成する行政経営推進会議で，

行政改革の進捗状況を把握し，これまで以上に組織内，職員間の情報の共有化を図り

ながら行政改革を推進します。 

 また，学識経験者や一般市民で構成する行政経営評価委員会は，行政改革の方向性

や進捗状況の報告を受けるとともに，市民生活に係る公共サービスのあり方や地域の

課題解決に向けた取組みなどについて審議・検討し，市の事業やサービスを評価・提

言することで，今後の行政改革に反映することとします。 

 このほか，行政改革の方向性や取組状況を広報紙や市公式ホームページ等を活用し

て市民に広く公表し，さらに市民から行政改革の取組みに関する意見募集を行い，行

政改革の進行管理及びアクションプランを見直す際に反映することとします。 

 具体的な取組みについては，ＰＤＣＡサイクル19による業務の見直しを行いながら，

アクションプランに基づき推進していきます。 

 

図 4 第 6次行政改革大綱の進行管理のイメージ図 

                                                   
19 ＰＤＣＡサイクル：マネジメントサイクルの 1つで，計画(Plan)を実行（Do）し，点検・評価（Check）して改

善（Action）に結びつけ，その結果を次の計画に活かすプロセスのことです。 

 
市民   

 

 
行政   

 

参加 

報告・説明・公表 意見 

  
行政経営推進会議   

行政改革の進捗状況を把
握するとともに，情報の
共有を図り，アクション
プランを推進します。 

指示 

報告 

実行 

改善 

計画 

点検・評価 

 
行政経営推進本部   

行政改革推進の方向性を
示すとともに，その進捗
状況を把握し，進行管理
を行い，行政改革の成果
を検討します。 

 
行政経営評価委員会   

行政改革の進捗状況の報
告を受け，意見を大綱の
進行管理に反映します。
さらに市の事業やサービ
スについて評価・提言し
ます。 

 
一般市民   

公表された行政改革の進
捗状況に対して意見を提
示します。また，行政経
営評価委員会（仮称）に
参加します。 
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４ 第 6次行政改革大綱の体系   

 

 本大綱は，以下のとおり「目指すべき市政運営」と「改革の視点」「基本方針」「重

点項目」「取組方針」の 5つで構成します。  

 
図 5 第 6次行政改革大綱の体系図 

    

 

 取組方針 

 

 重点項目 

 

改革の視点 

 意識の改革 協働の進展 情報の共有 

重点項目１ 
 仕事の成果と市民の納得 

 ～市民から納得される仕事を目指して～ 

市民に分かりやすく情報を伝えます 

市民の声に耳を傾けます 

市民とともに財政状況をチェックします 

仕事の能率を高めます 

職員のレベルアップを図ります 

市民の声を反映します 

市民と協力し合える環境をつくります 

地域の力を高めます 

市民が参画する機会を広げます 

財政健全化の取組みを継続します 

財政運営に関するルールを定めます 

市民の利便性をアップします 

施設を有効に活用します 

団体の経営を見直します 

仕事のあり方・進め方を見直します 

重点項目２ 
 目指すべき職員像と経営強化 

 ～市民から信頼される市役所を目指して～ 

重点項目３ 
 市民参画による市政運営 

 ～市民の声を活かした市政運営を目指して～ 

重点項目４ 
 市民との協働推進と役割点検 

 ～市民とともに進めるまちづくりを目指して～ 

重点項目５ 
 市民の視点から捉えた事務事業の総点検 

 ～市民の視点での事業選択を目指して～ 

重点項目６ 
 未来につながる安定した財政運営 

 ～市民の未来につながる施策展開を目指して～ 

基本方針１ 

 市民に信頼される市政を実現しよう 

基本方針２ 

 協働による市政を実現しよう 

 

基本方針３ 

 効率的で質の高い市政を実現しよう  

 

目指すべき市政運営 

 信頼と一体感のあるまちを目指して  
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５ 第 6次行政改革大綱の推進   

 

 本大綱では，今後の行政改革を推進するための考え方や施策展開の方向性を示しま

す。 

 そのため，市民と職員が本市の現状を正しく認識し，危機意識の共有化を図るとと

もに，将来を見据えた課題解決に向けて知恵を出し合い，それぞれを理解・認識し，

信頼と一体感のあるまちを目指します。 

          信信頼頼とと一一体体感感ののああるるままちちをを目目指指ししてて  

 

（1）改革の視点                                

 これまで取り組んできた行政改革の成果や新たな課題，さらには社会経済情勢の変

化を踏まえ，「まずは納得，そのうえで転換，そして協働・自律へ」の考えの下，次

に掲げる３項目について，行政改革を推進するうえで共通の視点とします。 

  情報の共有 

 行政情報を市民に分かりやすく公開し，市民と行政が情報の共有を図ることによ

り，行政運営の透明性を向上させ，市民への説明責任をより充実します。 

 また，市民と行政の情報共有のみならず，市民間や職員間の情報の均等化を図る

ことで，全員が同じ認識のもと新たな行政運営を目指します。 

  意識の改革 

 市民と行政による情報の共有を推進することで，本市のまちづくりに対して市民

と行政の双方が共通認識を持ち，それぞれが担うべき役割や責務などに対する理解

を醸成します。特に職員においては改革意識を共有し，意欲能力が発揮される環境

づくり，仕組みづくりを実現します。 

  協働の進展 

 新たな行政運営に向け，市民と行政それぞれがどのような役割・責任を担うべき

かを理解し，各主体の協力及び協働を進展することで，まちづくりを一体的に進め

ます。 

 

（2）基本方針                                 

 目指すべき市政運営の実現に向けて，「情報共有・共通認識」「協働」「効率的な業

務遂行」の観点から，基本方針として定めることとします。 

    基本方針１：市民に信頼される市政を実現しよう 

    基本方針２：協働による市政を実現しよう 

    基本方針３：効率的で質の高い市政を実現しよう 

             

1 

2 

3 

目指すべき市政運営 
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（3）重点項目及び取組方針                            

 基本方針に基づき，各分野の取組みを推進するため，次の６つの重点項目とそれぞ

れの取組方針を定めます。 

 なお，具体的な推進項目は，これまでの行政改革の検証や新たな課題，まちづくり

市民アンケート及び行財政改善に関する職員アンケート結果や行政改革推進委員会，

行政改革推進本部・幹事会などからの意見を踏まえ定めています。 

    

重点項目 

１１  
仕事の成果と市民の納得 

～市民から納得される仕事を目指して～ 

  徹底した情報公開と情報提供を行うとともに，より一層市民の声に耳を傾けるこ

とで，市民と行政が情報を共有しながら，それぞれが担うべき役割と責任を明確に

し，共通認識に立ったまちづくりのシステムを構築します。 

  また，情報提供にあたっては，分かりやすさに重点を置き，市の事務事業につい

てはその目的や成果などを公表し，透明性の確保に努めることで「市民から納得さ

れる仕事」を目指します。 

目標 
①市役所からの情報発信に対する満足度を向上します。 

 67.0%（平成 20年度実績）⇒77.1%（平成 28年度目標） 

     ※①目標値は，ふるさと龍ケ崎戦略プランの目標値と同様にしています。 
 

取組方針 
   
 1-1 市民に分かりやすく情報を伝えます 

  行政運営の透明化を推進するにあたり，市民と行政との情報の共有を図るため，

情報発信の手法見直しや説明機会の拡大等，情報提供手段の充実を図ります。 

  特に，施策の取組内容や進捗状況，政策情報などの市民が知りたい情報を積極的

に提供していきます。 

【推進項目】 

 □ 情報提供手段の充実 

 □ 市民への説明機会の拡充 

 □ 市民が知りたい情報の提供 

  

 1-2 市民の声に耳を傾けます 

  市民と行政の情報の共有化を推進するにあたり，市民の生の声を把握するため，

直接市民の声を聴いたり，間接的に市民の声を聴いたりするなど，多様な形で市民

の声の把握に努めることで，広聴機能の充実を図ります。 

【推進項目】 

 □ 広聴機能の充実 

 □ 定期的な市民の声の把握 
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重点項目 

２２  
目指すべき職員像と経営強化 

～市民から信頼される市役所を目指して～ 

  地方分権の時代を迎え，地方自治体は，自ら考え，地域とともに行動できる素養

を身につけた職員など，分権型社会の担い手にふさわしい職員を育成することが必

要です。そのためには，人材育成の職場環境の充実に努める必要があります。 

  また，行政環境の変化や職員数の減少に際しても事務事業が円滑に遂行されるよ

う，意思形成過程が簡素化された組織機構を構築する必要があります。 

  そのため，人材育成や定員管理を

推進するとともに，簡素で合理的な

組織機構を構築し，環境変化時にお

いては柔軟に対応することで「市民

から信頼される市役所」を目指しま

す。 

目標 

①市役所の仕事ぶりに対する満足度を向上します。 

 30.2%（平成 20年度実績）⇒44.0%（平成 28年度目標） 

②市民サービスを維持したうえで職員一人あたりの人口を増加します。 

 156人（平成 20年度実績）⇒186人以上（平成 28年度目標） 

     ※①目標値は，まちづくり市民アンケートにおいて最も満足度が高かった年代(61～65歳・66～70歳)
の結果（43.1%）を上回る目標で設定しました。 

      ②第 5次定員適正化計画（改訂版）に定めた職員数（425人）をもとに設定しました。 

 

取組方針 
   
 2-1 職員のレベルアップを図ります 

  職員一人ひとりが誇りとやりがいを持って仕事に取り組むことができる職務環

境の実現のため，能力や業績評価に基づく人事管理として，客観的で公正性や透明

性の高い実効性のある人事評価制度を確立します。 

  また，職員一人ひとりが，サービスの提供者として，また，地域づくりの担い手

としての自覚を持ち，柔軟な発想で地域の実情に合った行政を推進できるよう意識

改革を進め，職員の資質向上に努めます。 

【推進項目】 

 □ 職員の業務能力の向上 

 □ 職員の意識改革と資質向上 

  

 2-2 仕事の能率を高めます 

  職員の定員管理について，社会経済情勢の変化等を踏まえ，対応すべき行政需要

の範囲，施策の内容及び手法を改めて見直しながら「より良いサービスをより速く，

より効率的・効果的に」提供することを前提として，職員数のより一層の適正化に

取組みます。 

 

目指すべき職員像は・・・ 

① 市民に信頼される職員 

② 豊かな郷土愛を持つ職員 

③ 迅速に行動する職員 

④ 未来を創造する職員  

⑤ 市民と協働する職員 
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  また，急激な社会経済環境の変化や本格的な地方分権の時代を迎え，時代の変化

に即応した柔軟で効率的な組織・機構を構築するとともに，地方自治体自らの権限

と責任の下，本市の地域特性に応じた市民本位の政策展開ができるよう，成果を重

視した組織体制の構築を図ります。 

【推進項目】 

 □ 定員管理の適正化 

 □ 柔軟で効率的な組織・機構の見直し 

   

 

重点項目 

３３  
市民参画による市政運営 

～市民の声を活かした市政運営を目指して～ 

  行政情報を積極的に公開し，行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り，

市政への市民参加を拡充します。 

  また，広く市民の意見を把握するとともに，それを市政に反映させる仕組みを構

築する必要があります。 

  そのため，市民参画による市政運営や市民提案による事業の実施など，「市民の

声を活かした市政運営」を目指します。 

目標 
①まちづくりに気軽に参加できる機会に対する満足度を向上します。 

 19.9%（平成 20年度実績）⇒25.0%（平成 28年度目標） 

     ※①目標値は，ふるさと龍ケ崎戦略プランの目標値と同様にしています。 
  

取組方針 
   
 3-1 市民が参画する機会を広げます 

  活力と魅力にあふれた地域社会を築くため，市民が何を望み，何を期待している

のかを的確に把握する必要があります。 

  そのため，市民一人ひとりの声を尊重し，それらを市政に反映させるための制度

を構築することで，市民参画型による市政運営を目指します。 

【推進項目】 

 □ 市民参画の推進 

     

 3-2 市民の声を反映します 

  市民の声を政策形成過程など市政に活かすとともに，市民が施策・事業の実施に

積極的に参画できる環境づくりに努めます。 

  また，市民と行政，市民同士の情報交換や意見交換の場を充実させることにより，

活発な議論に基づく意見が市政に反映できるような仕組みを構築します。 

【推進項目】 

 □ 市民の意見や提案の反映 
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重点項目 

４４  
市民との協働推進と役割点検 

～市民とともに進めるまちづくりを目指して～ 

  地方分権の進展に伴い，地方自治体は自己責任と自己決定に基づく経営が求めら

れており，市政の主役である市民と行政が協働し，本市の特性を活かした魅力的な

まちづくりを推進していく必要があります。 

  また，本格的な少子高齢社会を前に，市民・地域・市民団体・大学・企業など，

多様な主体との協働により，公共領域を担う新たな仕組みや制度を構築することが

必要です。 

  そのため，自分たちのまちは自分たちで築くというコミュニティ意識を醸成し，

地域住民の自主性に基づくコミュニティの形成を促すとともに，市民団体の活動を

支援し「市民とともに進めるまちづくり」を目指します。 

目標 
①市民活動への支援や参加できる機会に対する満足度を向上します。 

 21.2%（平成 20年度実績）⇒29.9%（平成 28年度目標） 

     ※①目標値は，ふるさと龍ケ崎戦略プランの目標値と同様にしています。 

    

取組方針 
   
 4-1 市民と協力し合える環境をつくります 

  協働によるまちづくりを推進するため，市民・地域・市民団体との協働体制を築

くとともに，市民活動団体の育成・支援に努め，新たな協働のための仕組みを構築

する必要があります。 

  また，地域社会の変化などによる地域の課題やニーズに対応するため，住民自治

に直結する問題については，住民が互いに協力し，助け合いながら地域自らの中で

解決していくことが求められています。 

  そのため，地域での一層のコミュニティ活動を支援し，地域の個性や特性を活か

したまちづくりを進めます。 

【推進項目】 

 □ 市民との協働事業の推進 

 □ 地域コミュニティの推進 

   

 4-2 地域の力を高めます 

  協働を推進するには，市民・地域・市民団体のほか，大学・企業も含め，多様な

主体と対等の関係に立って，協力しあい，相互に補完的な関係を構築する必要があ

ります。 

【推進項目】 

 □大学・企業等との連携・協力の推進 
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重点項目 

５５  
市民の視点から捉えた事務事業の総点検 

～市民の視点での事業選択を目指して～ 

  事務事業については，行政評価システムや職場での総点検を行い，質的向上と量

的縮減に取組みます。 

  また，公共サービスについては，引き続き市が担うべきか，民間での事業実施が

可能であるかなどの役割分担を考えていく必要があります。業務内容やコスト情報

を市民と共有しながら，広範な民間活力を導入するなど業務の仕組みや進め方を改

善します。 

  改善に際しては，市民の感覚・視点から，既存の事務事業について，緊急性，有

効性，効率性などを積極的に見直すとともに，市民本位の効率性や納得性の向上に

結びつく成果・スピード・コストを重視した行政経営の推進など，「市民の視点で

の事業選択」を目指します。 

目標 

①事務事業評価の活用により，コストと成果を公表して総点検します。 

②市役所の仕事ぶりに対する満足度を向上します。【再掲】 

 30.2%（平成 20年度実績）⇒44.0%（平成 27年度目標） 

③公共施設のあり方に関する方針を示します。 

     ※②目標値は，まちづくり市民アンケートにおいて最も満足度が高かった年代(61～65歳・66～70歳)
の結果（43.1%）を上回る目標で設定しました。【再掲】 

  

取組方針 
   
 5-1 仕事のあり方・進め方を見直します 

  限られた財源の中で，社会経済情勢の変化や高度化・多様化する市民ニーズに的

確に対応するため，行政効率や効果の観点からＰＤＣＡサイクルに基づき事務事業

の再点検を行い，事務事業の一層のスクラップ・アンド・ビルド20を進めます。 

  また，行政需要が多様化し増大している今日，質の高い公共サービスを提供する

ため，コストとサービスのバランスを考慮した中で，行政として役割を終えたもの

については廃止を進めるとともに，定型的な業務を含めた事務事業全般にわたり事

業仕分け的手法により総点検を実施し，公共サービスの内容や提供主体を見直しま

す。 

【推進項目】 

 □ 行政評価システムのレベルアップ 

 □ 各職場における業務の総点検 

 □ 民営化・民間委託の推進 

    

     

         

                                                   
20 スクラップ・アンド・ビルド：新しい事務事業を計画する時は，今までの事務事業を見直して計画を立てるこ

とを意味します。 
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 5-2 市民の利便性をアップします 

  窓口は市役所と市民の接点であり，窓口の適切な対応，そして市民に親しまれる

窓口サービスが求められています。 

  そのため，接遇の向上や窓口業務時間の延長の検討などを行い，快適性及び利便

性を一層追求します。 

  また，証明書発行などの待ち時間の短縮や市役所に来なくても各種届出等が行え

るよう，ＩＣＴ21技術等の活用方法について，費用対効果などを検証しながら推進

します。 

【推進項目】 

 □ 市民サービスの向上 

     

 5-3 施設を有効に活用します 

  公共施設については，ますます必要性が高まるものと，時代のニーズに合わなく

なってきたもの，また，施設が老朽化し，存廃の検討が必要となっているものなど

があります。これらの施設は，運営費に加え修繕や建替の費用などにより，財政を

圧迫する恐れがあります。 

  そのため，中長期を見据え，公共施設の維持管理の方向性を検討するとともに，

各施設の機能・サービスを検証したうえで，存続する必要のある施設と廃止・縮小

することが可能な施設に分類し，今後の公共施設のあり方に関する方針を示します。 

  また，公共サービスの提供方法の多様化を図るため，民間施設等の有効な活用に

ついて，検討することとします。 

【推進項目】 

 □ 施設の有効活用 

 □ インフラ施設の長寿命化 

     

 5-4 団体の経営を見直します 

  市行政の一翼を担う団体として，外郭団体と一部事務組合が挙げられます。 

  外郭団体については，社会経済情勢の変化などを念頭に置き，独立した組織とし

て自立性を高めるとともに，質の高いサービスを提供するための効率的な業務運営

を確保するため，団体を統合し，経営改善と効率化を推進します。 

  また，関連市町村で構成される一部事務組合についても広域的な行政運営の効率

化の観点から，執行体制のあり方や業務の連携手法などについて検討します。 

【推進項目】 

 □ 外郭団体の経営改善 

 □ 広域行政の効率的推進 

                                                   
21 ＩＣＴ：〔Information and Communication Technology〕情報通信技術の略称。情報（information）や通信

（communication）に関する技術の総称を示します。 
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重点項目 

６６  
未来につながる安定した財政運営 

～市民の未来につながる施策展開を目指して～ 

  本市の歳入は，景気の低迷などにより自主財源は収入増が期待できず，地方交付

税などの依存財源は三位一体の改革などで減少傾向にあります。一方で，歳出にお

いては扶助費や医療費などの社会保障費が増大するなど，今後も厳しい財政状況が

続くことが見込まれます。 

  このため，コスト意識などの経営的視点に立ち，徹底した事務事業の見直しによ

る歳出抑制と自主財源の確保に努めながら「市民の未来につながる施策展開」を担

保する柔軟な財政構造の構築を目指します。 

目標 

①財政収支見通しを毎年ローリングし，公表します。 

②中期財政計画（仮称）の目標を達成します。 

③市独自の財政運営のルールを定めます。 

      

取組方針 
   
 6-1 市民とともに財政状況をチェックします 

  財政健全化を推進するにあたり，まずは本市の財政状況を正しく理解することが

大切です。これと併せて，中長期の財政推計を行い，財政の現状ばかりでなく，将

来の状況を見通すことも重要です。 

  また，市民には単に財政状況の情報提供をするのではなく，より分かりやすく伝

え，理解を得ることが重要です。 

  そのため，財政推計とローリングを行うとともに，職員間での財政情報の共有，

共通認識はもとより，市民とともに財政状況をチェックします。 

【推進項目】 

 □ 財政収支の把握 

 □ 財政情報の公表 

    

 6-2 財政健全化の取組みを継続します 

  三位一体の改革など国の行財政改革や昨今の経済不況の影響に伴い，市税や地方

交付税などの一般財源は伸び悩み，今後もその増加が期待できない中，社会保障費

などの経常経費は右肩上がりを続け，政策的経費に充当可能な一般財源は減少の一

途をたどっています。こうした状況は今後も見込まれ，本市の財政状況はこれまで

以上に厳しくなっていくことが予測されます。 

  一方，これまでの財政健全化の取組みにより大きな効果が発揮されてきましたが，

既存の枠組みの中での取組みでは効果の大幅な上積みは厳しく，限界に近づきつつ

あります。 
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  そのため，公共サービス全般にわたる仕組みや手法の改善など，構造的な改革を

進めます。 

【推進項目】 

 □ 中期財政計画（仮称）の策定・推進 

    

 6-3 財政運営に関するルールを定めます 

  平成 21年 4月に財政健全化法22が全面施行され，新たな財政指標の算定と公表が

義務化されました。これにより早期是正機能を含む財政健全化のための仕組みは整

ったところではありますが，健全化判断比率の基準に関しては緩やかすぎるとの指

摘等があります。 

  地方分権が進展する中で自治体財政の健全性がより重要視されてきたこと及び

財政状況に対する市民の関心が高まっていることを踏まえ，本市独自の財政運営に

関するルールを定めます。 

【推進項目】 

 □ 財政規律の強化 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
22 財政健全化法：地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19年法律第 94号）の略称。 
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 参考資料       

 

1 第 6次行政改革大綱策定の経緯                        

期日 内   容 

平成 20年 5月 30日 
～7月 3日  

 
平成 20年 9月 22日 

～10月 10日  
 
平成 21年 5月 21日 
 
平成 21年 5月 26日 
 
平成 21年 6月 22日 
 
平成 21年 7月 7日 
 
平成 21年 8月 4日 
 
平成 21年 8月 5日 
 
平成 21年 8月 10日 
 
平成 21年 8月 20日 
 
平成 21年 9月 28日 
 
平成 21年 10月 7日 
 
平成 21年 10月 13日 
 
平成 21年 10月 28日 
 
平成 21年 11月 2日 
 
平成 21年 11月 11日 
 
平成 21年 11月 19日 
 
平成 21年 12月 14日 
～平成 22年 1月 18日 
 
平成 22年 2月 12日 
 
平成 22年 2月 22日 
 
平成 22年 3月 11日 
 
 

   
市民を対象とした「市民まちづくりアンケート」を実施 
   
 
   
市職員を対象とした「行財政改善に関するアンケート」を実施 
   
 
第 1回行政改革推進本部 
 
第 1回行政改革推進委員会 
 
第 1回行政改革推進研究会 
 
第 2回行政改革推進研究会 
 
市議会総務委員会協議会 
 
第 1回行政改革推進本部幹事会 
 
第 2回行政改革推進本部 
 
第 2回行政改革推進委員会 
 
第 2回行政改革推進本部幹事会 
 
第 3回行政改革推進本部 
 
第 3回行政改革推進委員会 
 
第 3回行政改革推進本部幹事会 
 
第 4回行政改革推進本部 
 
第 4回行政改革推進委員会 
 
市議会全員協議会 
 
   
パブリックコメントの実施 
   
 
第 5回行政改革推進本部 
 
第 5回行政改革推進委員会・諮問 
 
答申 
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2 第 6次行政改革大綱の策定体制                        

 第 6 次行政改革大綱を策定するにあたり，その策定作業を行った組織，所掌事項及び構成

員については，以下のとおりです。 

 

（1）龍ケ崎市行政改革推進委員会    

  ① 委員会は，市長の諮問に応じて，市の行政改革の推進に関する重要事項を調査及び審

議する。 

  ② 委員会は，龍ケ崎市行政改革推進本部から，行政改革大綱の推進状況について定期的

に報告を受けることができる。 

  ③ 委員会は，龍ケ崎市行政改革推進本部に対し，行政改革大綱の推進について必要な助

言を行う。 

  （構成員） 

   龍ケ崎市行政改革推進委員会名簿           区分ごと 50音順，敬称略 

代表区分 氏名 職業・所属等 

学識経験者 
◎ 大塚 祚保 流通経済大学教授 

 塚本 勝也 元農業委員会会長 

団体代表 

 片見 常雄 前連合茨城副事務局長 

○ 久慈 靖恵 龍ケ崎市地域女性団体連絡会副会長 

 清水 隆男 常陽銀行竜崎支店長 

 吉田 京子 龍ケ崎市商工会副会長女性部長 

市民代表 

 石引 博  

 高安 政儀  

 沼田 公美子  

 昇 三治  

 披田 信一郎  

 松田 百合子  

◎：会長，○：副会長     平成 22年 3月 11 日（答申時）現在  

 

（2）龍ケ崎市行政改革推進研究会    

  ① 第６次行政改革大綱策定に関することを研究する。 

  （構成員） 

龍ケ崎市行政改革推進委員会と同じ構成員とする。 
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（3）龍ケ崎市行政改革推進本部               

  ① 行政改革大綱の策定に関すること。 

  ② 行政改革大綱の進行管理に関すること。 

  ③ その他行政改革に係る重要事項に関すること。 

  （構成員） 

市長（本部長），副市長（副本部長） 

教育長，総務部長，企画財務部長，健康福祉部長，環境生活部長，都市整備部長，

教育部長，議会事務局長 

 

（4）龍ケ崎市行政改革推進本部・幹事会               

  ① 本部に付議すべき議案の調整及び本部長の命を受けた案件の処理を行う。 

  （構成員） 

企画調整課長（代表幹事） 

総務課長補佐，人事課長補佐，企画調整課長補佐，財政課長補佐，保険年金課長補

佐，社会福祉課長補佐，環境対策課長補佐，商工振興課長補佐，都市計画課長補佐，

道路建設課長補佐，会計課長補佐，学務課長補佐，生涯学習課長補佐，農業委員会

事務局次長 
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3 龍ケ崎市行政改革推進委員会への諮問・答申                  

 

諮問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      答申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

龍 企 第  １１号  

平成２２年２月２２日  

 

  龍ケ崎市行政改革推進委員会 

会長 大 塚 祚 保  殿 

 

龍ケ崎市長 中 山 一 生 

 

 

   龍ケ崎市第６次行政改革大綱（案）について（諮問） 

 

 みだしのことについて，龍ケ崎市行政改革推進委員会条例第 2 条の規定によ

り，意見を求めます。 

 

 

 

  

平成２２年３月１１日  

 

  龍ケ崎市長 中 山 一 生  殿 

 

龍ケ崎市行政改推進委員会    

会 長  大 塚 祚 保   

 

   龍ケ崎市第６次行政改革大綱（案）について（答申） 

 

 平成２２年２月２２日付龍企第１１号をもって諮問のあったみだしのことに

ついて，当委員会において慎重に審議を行った結果，妥当なものと認めます。 

 なお，本大綱は龍ケ崎市のこれまでの仕事の進め方や考え方を変革するとと

もに，行政運営のあり方や方向性を示す役割を担うものであり，今後の行政運

営において非常に重要な位置づけになるものです。当委員会として市民生活に

より意義のある改革が行われることを望むため，下記の事項に配慮し，計画的

かつ効率的に本大綱の推進に最善を尽くされるよう要望します。 

 

記 

 

１ 市長マニフェストの実現に向けては，アクションプランで調整されたい。 

２ 組織機構の見直しにあたっては，内部での検討のみならず外部の意見を取

り入れて実施されたい。 

３ 行政改革の推進にあたっては，担当課のみならず横断的な連携により，全

庁的に取り組まれたい。また，連携により成果をあげた際は評価されるよう

なシステムを構築されたい。 

４ 第 3 次財政健全化プランについては早急に策定するとともに，広く市民の

意見を反映されたい。 

５ 真に対等なパートナーシップの構築のため，今後とも市民から協働につい

ての意見を聞くとともに，市民参加型行政運営の一層の拡大をすすめられた

い。 

６ 事業仕分けなどの手法を早期に実施し，「重点項目 5」でいう市民の視点か

ら捉えた事務事業の総点検を具体に進められたい。 
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4 これまでの行政改革の検証                          

 

（1）情報の共有（情報の共有化は進んでいるか，行政運営は市民に信頼されてきたか）  

これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

○テレホンガイドシステム（龍
タッ

知
チ

コール）の導入（平

成 8年度） 

○情報公開制度の導入（平成 10年度） 

○個人情報保護制度の導入（平成 12年度） 

○公式ホームページの開設（平成 10年度） 

○公式ホームページのリニューアル（平成 14年度） 

○公式ホームページのリニューアル（平成 20年度） 

○行政資料閲覧室の設置（平成 11年度） 

○審議会等の会議の公開に関する条例の制定（平成

14年度） 

○市民情報コーナーの設置（平成 19年度） 

○バランスシート公表（平成 13年度～） 

○行政コスト計算書公表（平成 14年度～） 

○まち育てハートフル講座の開設（平成 14年度） 

○パブリックコメント制度の導入（平成 17年度） 

○分かりやすい財務情報の公表 

 ・財政通信の発行（平成 17年度～） 

 ・りゅうがさきのサイフの連載（平成 19年度～） 

 ・分かりやすい予算の概要書 

 ・分かりやすい決算の概要書（平成 17年度～） 

 ・市内金融機関への予算説明（平成 17年度～） 

○情報公開請求等の件数 

 ⑩49件，⑰33件，⑳17件 

○ホームページアクセス数 

 ⑫23,559，⑮228,688，⑲387,544，⑳405,725 

○審議会等の会議の公開数（非公開を含む会議の開催数） 

 ⑭60回（188回），⑰82回（251回），⑲63回（226回） 

○まち育てハートフル講座の実施数 

 ⑭27件，⑱22件，⑲22件，⑳35件 

※平成 20年度の主な実績（交通防災:10件,健康:5件,環境:4件） 

☆まちづくり市民アンケート（平成 20年度） 

市役所からの情報発信に対する満足度：67.0％ 

H20.8

62.0

23.1

6.3

3.6

5.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

おおむね得られている

あまり得られていない

不十分である

十分に得られている

無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）職員の意識改革（職員の意識はどう変わったか）    

これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

○階層別研修の実施 

○特別研修の実施 

 ・接遇，ＯＪＴ，政策研究，ディベートなどの専

門研修 

○職員提案制度の導入（平成 6年度～） 

○接遇マニュアルの作成（平成 8年度） 

○女性役職者の積極的登用（平成 8年度～） 

○女性プランの策定（平成 9年度） 

○全庁体制での省エネの取組み（平成 13年度～） 

○節約インセンティブ予算執行制度の導入（平成 17 

年度～） 

○市役所が変わる戦略推進会議の推進（平成 18 年

度～） 

○目標による管理制度の導入（平成 18年度～） 

○人事評価制度の導入（平成 18年度～）  

○時差勤務制度の導入（平成 19年度～）   

○職員提案制度の提案数の変遷（採用数） 

 ⑥8（3），⑦7（7），⑧5（3），⑨17（5），⑩1（1），⑪8（0）， 

 ⑬3（2），⑭2（0） 

○女性職員の登用の変遷 

平成 11年度 課長 2名，課長補佐 2名，係長 10名 

平成 21年度 課長 2名，課長補佐 9名，係長 22名 

☆まちづくり市民アンケート（平成 20年度） 

市役所の仕事ぶりに対する満足度（満足･やや満足）： 

 ⑮21.9%，⑰24.8％，⑳30.2％ 
�

5.8

4.5

4.1 17.8

20.3

24.4 21.7

22.4

25.2

20.9

27.3

11.9

23.4

21.0

39.0

3.8

4.5

2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H20.8

H17.9

H15.8

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答
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 今後の課題 今後の基本的方向 

 【市としての認識】 

 行政改革を推進するためには，まず市民と情報を共有し，意見を聞くことが

重要である。 

 行政コストなど市民に分かりやすい形で説明し，税金の投入の必要性や投入

量について理解してもらうことが大切である。また，出前講座を開設している

が待ちの姿勢であって，これを積極的に活用していくことも必要である。 

  

【行政改革推進委員会からの意見】 

・ 情報公開制度の導入やホームページの開設，まち育てハートフル講座の

開催，パブリックコメント制度の導入などに伴い，以前と比較すると行

政情報が入手しやすくなっているが，市が伝えたいことがわかりにくく

情報共有というまでには浸透していない。 

・ パソコン等を利用しない市民や，今後の高齢化の進行を勘案して，広報

紙や回覧板などによる情報提供について工夫を行うことで，情報共有の

ためさらなる充実を図っていく必要がある。 

・ 紙媒体やホームページでの情報提供だけでなく，駅やショッピングセン

ターなどの情報コーナーの設置や，市民が集まるような機会に説明する

など押しかけ的に情報を伝えることも必要である。 

  

 

   

●市民の理解度・納得度アップ 

 ・分かりやすい情報の公開 

 ・分かりやすい仕事（業務）成果の

公表 

 ・情報提供の充実 

 ・まち育てハートフル講座の積極的

活用 

 ・広聴機能の充実 

 

 

 

 

 今後の課題 今後の基本的方向 

 【市としての認識】 

 人事評価制度を導入し計画的に推進しているが，今後は評価結果を処遇に反

映する制度の構築の検討が必要である。 

 また，市職員を対象にした財政健全化プラン及び行政改革大綱の周知に向け

た取組み・情報発信の検討も必要である。 

【行政改革推進委員会からの意見】 

・ まちづくり市民アンケートの結果から，「職員の仕事ぶりに対する満足

度」は年々上昇しているが十分とは言い難いため，職員研修の実施や人

事評価制度の充実等により，さらに職員の意識改革を推進する必要があ

る。 

・ やりがいのある職場づくりにより，職員のやる気を引き出し，「誇れる

わがまち龍ケ崎を自分たちの手でつくる」という意識が持てるような研

修や取組みを行う必要がある。 

・ 重点施策や重点事業については，職員間で情報を共有する必要がある。 

・ 職場の信頼関係が良好であることが市民との信頼関係につながるので

はないか。 
 

●市民満足度の向上 

●市民との信頼関係の構築 

●職員の資質及び業務能力の向上（職

員研修の充実） 

●組織としての情報共有の向上 

●職員のモラール（士気･やる気）の

向上 

●職員のボランティア意識の向上 

●地方分権に伴う自立意識の向上 
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これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

○ゼロ予算・チャレンジ事業の取組み（平成 19 年

度～） 

○ノーマイカーデー，マイ箸運動の取組み（平成 19

年度～） 

○職員の生産性の向上 

 ・公園等施設の草刈清掃の実施（平成 18年度～） 

 ・フロアマネージャーの配置（平成 19年度～） 

○自発的人事異動制度（職員ＦＡ）の導入（平成 20

年度～） 

☆行財政改善に関する職員アンケート（平成 20年度） 

・財政健全化プランを知らない：11.6％ 

・財政健全化プランを読んだことがない：48.7％ 

・行政改革大綱を知らない：15.0％ 

・行政改革大綱を読んだことがない：50.4％ 

  

 

（3）職員等の給与（職員等の給与は適正か）   

これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

○職員給与の削減（新給料表の導入）（平成 18年度） 

 ・定期昇給の抑制（平成 19年度～） 

○管理職手当の削減 20～30％削減 

○特殊勤務手当の見直し（平成 17･20年度） 

 ・平成 18年度廃止 12業務，改正 12業務 

 ・平成 21年度廃止６業務 

○時間外勤務手当の縮減 

 ・時差勤務制度の導入 

 ・ノー残業デー，育児の日，休日勤務の振替 

 ・時間外勤務短縮マニュアルの作成 

○地域手当の削減（3％勧告のところ 1％で運用） 

○高齢層職員の昇給抑制 

 ・勧奨退職時特別昇給の廃止 

 ・55歳昇給抑制 

○旅費日当の休止 

 ・平成 13年度 20％削減～平成 17年度以降支給停

止 

 

○職員（一般行政職）平均給料月額の変遷 

⑬356千円（平均年齢 40.4歳），⑭352千円（平均年齢 40.8歳） 

⑮352千円（平均年齢 41.4歳），⑯354千円（平均年齢 41.7歳） 

⑰357千円（平均年齢 42.0歳），⑱355千円（平均年齢 42.6歳） 

⑲351千円（平均年齢 42.9歳），⑳352千円（平均年齢 43.4歳） 

○時間外勤務手当支給額の変遷 

平成 12年度 手当支給額 127,307 千円 

平成 20年度 手当支給額 61,724 千円 

○人件費比率 平成 20年度決算総額の 19.3％ 

  市税収入に占める人件費の割合 41.4％ 

※類似団体（平成 19年度） 

  決算に占める割合 20.8％ 

  市税収入に占める人件費の割合 58.0％ 

○ラスパイレス指数 

  ⑬100.9，⑭101.8，⑮100.9，⑯99.1，⑰99.3，⑱99.5， 

 ⑲97.8，⑳97.5 

  ※類似団体⑳97.1，全国市平均 98.3 

 

(4）職員数の適正化（職員数は適正か，行政サービスを維持するためにどの程度必要か） 

これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

○定員適正化計画の策定･改正 

 ・第 3次定員適正化計画（平成 14～18年度） 

  目標 540名 

 ・第 4次定員適正化計画（平成 18～22年度） 

  目標 500名 

 ・第 4次定員適正化計画（平成 20年度改定） 

  目標 487名 

 ・第 5次定員適正化計画（平成 22～26年度） 

  目標 460名 

 

○職員数・人口の変遷 

年度 職員数（A） 人口（B） 
職員一人あたりの人口

（B/A） 

平成 13年度 575 77,384 134.58 

平成 14年度 565 77,996 138.05 

平成 15年度 558 78,715 141.07 

平成 16年度 548 79,517 145.10 

平成 17年度 542 79,931 147.47 

平成 18年度 531 79,122 149.01 

平成 19年度 527 79,012 149.93 

平成 20年度 507 79,213 156.24 
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 今後の課題 今後の基本的方向 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後の課題 今後の基本的方向 

 【市としての認識】 

 人件費については，これまでの取組効果が見られ，ラスパイレス指数の抑制

や人件費比率の低下につながっている。 

 しかし，市税収入に占める人件費の割合が約 40％を占めており，類似団体と

比較すると低率ではあるが，引き続き適正な給与水準の維持に努める必要があ

る。 

 

【行政改革推進委員会からの意見】 

・ 人事院勧告や公務員制度改革等に基づき運用を行うべきである。 

・ 基本給以外でも民間企業と比較して，是正すべき点は是正する必要があ

ると考えるが，勤務評価を反映させた人事評価制度を確立させ，職員の

仕事に対するモチベーションを高める取組みが必要である。 

・ 当市のラスパイレス指数は，全国市平均を下回る水準にあり，これまで

の取組みの効果が見られるが，現在の財政状況等も踏まえ，引き続き適

正な給与水準を維持していくための取組みが必要である。 

・ 今後，増加が考えられる嘱託職員など非正規職員についても，適正な待

遇など，改善すべき課題がある。 

   

●民間賃金を踏まえた適正な給与水

準 

●総人件費の市税収入に占める割合

の目安の検討 

    

 今後の課題 今後の基本的方向 

 【市としての認識】 

 職員定数の管理は，長期的な視点を持って行うことが重要である。市民サー

ビスや民間，市民協働の視点とともに，経済情勢や財政状況に照らし，適正な

職員数であるかを検証する必要がある。 

  

【行政改革推進委員会からの意見】 

・ 計画的に職員数が削減されているが，適正な職員数については，一般会

計に占める人件費の割合，類似団体との比較などの目安を設定すべきで

ある。 

・ 職員数の削減に伴い，市民サービスの低下，市民満足度の低下につなが

っていないかの検証が必要である。また，定員適正化計画に定めた職員 
 

●第 5次定員適正化計画の推進 

 ・人材の育成 

 ・職員の資質向上 

 ・嘱託員の活用 
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これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

  平成 21年度 487 79,232 162.69 

※職員数･人口は 4月 1日現在（常住人口） 

 

 平成 17～22年度（5年間の削減） 

  市▲9.8％（総務省指針▲4.6％） 

  国▲5.7％ 

 

 

（5）組織・機構の見直し（市民から見て分かりやすいか，新たな行政課題に対応できているか，業務執行 

これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

○機構改革の実施 

○課・係の統廃合，グループの設置 

平成 13年度 重点施策を推進する室の設置 

 平成 15年度 室に代わるグループの設置 

 平成 16年度 8部 36課等 79係 14グループ 

 平成 18年度 8部 36課等 80係 13グループ 

 平成 19年度 7部 35課等 60係 20グループ 

 平成 20年度 7部 35課等 57係 20グループ 

 平成 21年度 7部 35課等 50係 22グループ 

       （市長部局・教育委員会等） 

○市民に分かりやすい組織名称の設定 

 ・こども福祉課，スポーツ振興課など 

 

 

○組織の縮小（平成 16年度と平成 21年度との比較） 

1部 29係の縮小と 8グループの増 

（市職員数 61名の減） 

 

 

 

 

（6）収入の確保 

① 受益者負担の公平性（適正な負担となっているか，市民は納得しているか） 

これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

○行政財産使用料徴収条例の制定（平成 11年度） 

○使用料・手数料の見直し 

 ・使用料等改定検討委員会の設置（平成 12年度） 

 ・使用料等改定基準の設定（平成 12年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市のすべての施設やサービスについての原価コストを公表 

○使用料等については，すべてコスト計算し単位コストと受益者負

担率の設定により算出し改定 

○すべての使用料等について３年ごとにコスト算定とともに見直

しに取り組んでいる。 
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 今後の課題 今後の基本的方向 

 数が適正であるか見直すことも必要である。 

・ 将来の職員の年齢構成・バランスを検討するとともに，スペシャリスト

などの専門人材の計画的かつ積極的な採用をどう進めるのかを検討す

る必要がある。 

    

 

 

 

に支障がないか） 

 今後の課題 今後の基本的方向 

 【市としての認識】 

 今後の財政見通しについては厳しい状況が見込まれる。職員の減少や財源不

足による市民サービスへの影響など，これらに対応する組織づくりに取り組む

必要がある。 

  

【行政改革推進委員会からの意見】 

・ 地方分権や人口構造の変化・市民サービスに対応できる組織づくりが必

要である。 

・ 縦割行政の弊害（非効率性）を無くす組織づくりが必要であり，横断的

な組織機構も考える必要がある。 

・ 住民組織との関係のもち方や有事に際しての職員の対応などにも配慮

した組織を検討する必要がある。 

・ 職員減少に伴い，大幅な組織機構改革が必要である。 

   

●組織機構の課題 

 ・地方分権への対応（自立化の高ま

り） 

 ・小さな行政（予算規模の縮小と定

員削減） 

 ・地域コミュニティなど市民協働の

視点 

 ・効率的な組織運営（横断的な組織

機構の構築） 

 ・グループ制度の検証 

 ・成果重視の経営型の組織機構 

 

 

 

 

 今後の課題 今後の基本的方向 

 【市としての認識】 

 使用料等については，３年ごとに見直しするなど一定のルールにより設定し

ているが，結果的に市民負担を招く場合においても，市の組織の簡素化や合理

化も視野に入れ，自己改革も考慮したうえで市民の理解や納得を深める必要が

ある。 

  

【行政改革推進委員会からの意見】 

・ 受益者負担の公平性という視点から見ると，一部負担も止むを得ないと

思うが市民活動などの低下につながらないように配慮する必要がある。 

・ 施設の維持管理経費などのコスト（人件費含む）情報を広く公表し，そ

のうえで受益者負担や施設使用料などについて，市民に理解してもらう

必要がある。 

・ 3年ごとに受益者負担の見直しを行っているが，半ば機械的に見直し＝

値上げにならないようにすべきである。 

   

●負担の公平性の視点で使用料金等

の見直し 

●市民の理解を得られるコスト情報

等の提供 
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② 市税等収納率の向上（収入率は向上しているか，納税環境は向上しているか）   

これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

○口座振替納付の推進（昭和 62年度～） 

○収納特別対策班･グループの配置（平成 12年度～） 

○全庁体制での滞納整理（平成 12年度～） 

 （市税等収納対策本部の設置） 

○茨城租税債権機構の活用（平成 13年度～） 

○収納代理機関の拡充 

○軽自動車税のコンビニ納付の導入（平成 21年度） 

○課税客体捕獲の推進（適正課税の推進） 

 

 

 

 

 

 

○市税収入率の推移 

⑬86.8％（現年度分 97.2％ 過年度分 16.3％） 

⑭86.6％（現年度分 97.1％ 過年度分 13.6％） 

⑮86.1％（現年度分 97.2％ 過年度分 13.6％） 

⑯87.0％（現年度分 97.4％ 過年度分 17.3％） 

⑰88.5％（現年度分 97.7％ 過年度分 18.8％） 

⑱89.4％（現年度分 97.8％ 過年度分 17.9％） 

⑲90.7％（現年度分 97.6％ 過年度分 20.7％） 

⑳90.2％（現年度分 97.1％ 過年度分 18.0％） 

○口座振替納付申込新規件数の状況 

⑱2,217件，⑲2,209件，⑳1,989 件 

○茨城租税債権機構の活用（委託件数） 

 ⑬30件，⑭30件，⑮29件，⑯30件，⑰30件， 

 ⑱50件，⑲50件，⑳50件 

 

 

③ その他の自主財源確保策（企業誘致は実現できたか，未利用地の処分は進んでいるか）  

これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

○未利用地の有効活用と売却推進（平成 13年度～） 

○広告掲載事業の実施（平成 15年度～） 

○つくばの里工業団地の拡張検討（平成 19～20 年

度） 

○準工業地域への企業誘致（平成 19～20年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○未利用地の売却（件数，面積，収入） 

平成 16～20年度 34件 5,055 ㎡ 85,078千円 

○広報掲載の状況（収入） 

⑮250千円，⑯1,038千円，⑰2,283 千円，⑱3,618千円， 

⑲2,878千円，⑳3,658千円 

○白羽地区準工業地域への企業誘致 

イセデリカほか 3社，約 9hａ 

 

 

 

（7）業務改善・事務事業の見直し                             

① 事務事業の見直し（常に改善の意識をもっているか，前例踏襲されている事業はないか，行政評価の機能 

これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

○サンセット（終期の設定）方式の導入 

○食糧費の削減（食料費執行ガイドラインの策定） 

○交際費の縮減 

○部単位による公用車の集中管理方式の導入（平成

10年度） 

○施策評価の見直し（平成 20年度） 

□評価方法の見直し（従来の点数化） 

 ・成果指標達成度，市民満足度，施策総評の３つの視点から

総合的に評価 

□評価における客観的視点の確保 
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 今後の課題 今後の基本的方向 

 【市としての認識】 

 収納特別対策班･グループの設置や全庁体制などにより，収入率も向上して

いるが，平成 20 年度には世界的金融危機による経済不況などの影響もあり，

減少に転じた。 

 引き続き，収入率の維持が厳しい状況の中で体制強化と取組みの工夫が必要

である。 

  

【行政改革推進委員会からの意見】 

・ 市税等の納税において，コンビニ納付できる種類の拡大やクレジットカ

ード決済による納付等により，納税者の利便性をさらに高める必要があ

る。 

・ 滞納者への対応として，長期戦を踏まえた人員体制で徴収活動を検討す

る必要があるが，マンパワーと収納実績を検討することも大切である。 

   

  

●口座振替納付の推進 

●コンビニ収納の拡大 

●クレジットカード決済の導入検討 

●収納体制強化の継続 

 

 

 今後の課題 今後の基本的方向 

 【市としての認識】 

 未利用地の売却，広告掲載料の導入により自主財源確保対策に取り組んでき

ているが，現在の財政状況を勘案し，さらなる自主財源の確保に努める必要が

ある。 

  

【行政改革推進委員会からの意見】 

・ つくばの里工業団地の拡張を検討し，企業誘致による市の活性化を図っ

ていく必要があり，また，企業誘致を成功させるためにはオーダーメイ

ドによる造成なども併せて検討する必要がある。 

・ 企業誘致の観点ばかりでなく，現在立地している企業の転出等にも配慮

すべきである。 

・ 市内に雇用の場を確保するなど，昼間人口比率を上げる必要がある。 

・ 農業におけるブランド化の推進や市内消費の増加による地域経済の循

環拡大，商工農業生産高を上げて税収が安定的に伸びるようにする必要

がある。 

    

●まちの活性化，雇用の場の確保によ

る昼間人口の増加策 

●工業団地の拡張による企業誘致 

●既存企業への支援策の検討 

●ブランド化の推進による産業活性

化 

●広告掲載事業の拡充 

 

 

 

が果たせているか） 

 今後の課題 今後の基本的方向 

 【市としての認識】 

 施設の維持管理費や内部管理経費については，外部委託，民営化をはじめ，

様々な手法により見直しを図っているが，今後も一層の合理化，効率化を推進

しなければならない。しかし，個々の経費をこれ以上抑制することは困難であ

り，今後はスクラップ・アンド・ビルドを前提として，施策評価・事務事業評 

●施策評価・事務事業評価の推進 

 説明責任だけではなく，計画・予算

に反映させるツールとして推進す

る 

●スクラップ・アンド・ビルドを前提 
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これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

○本庁舎の公用車の集中管理方式の導入（平成 11

年度～） 

○施策評価の導入（平成 13年度～） 

○事務事業評価制度の導入（平成 17年度～） 

○ＩＴアドバイザーの活用（平成 17～19年度） 

○情報システム調達ガイドラインの策定（平成 20

年度） 

○前納報奨金の廃止（平成 19年度～） 

○施設マネジメントの導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・全国レベルでの都市間比較の導入 

（都市行政評価ネットワーク会議へ参加） 

□事務事業評価との連動 

○事務事業表の見直し（平成 20年度） 

□見直しの視点（目標） 

 ・市民への説明責任の推進 

 ・質の高い施策の展開 

 ・職員の政策形成力の向上 

□事前評価と事後評価の実施 

 ・従来の中期事業計画調査に替えて事前評価として実施する 

 ・事後評価は，施策貢献度評価と業務改善評価に分類して実施

する 

 

② 補助金等の適正化（補助金は効果的に支出されているか）  

これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

○補助金等審査委員会（外部機関）の設置（平成 15

年度） 

○補助金等適正化委員会（内部期間）の設置（平成

15年度） 

○公募補助金制度の導入（平成 15年度～） 

○一部事務組合運営負担金の縮減 

 ・構成市町村職員による検討組織を立ち上げ，人

件費など行政改革の推進と経費縮減に取り組

む 

 

 

 

 

 

 

○一般団体に対する運営補助金の廃止 

○稲敷広域市町村圏事務組合負担金の見直し 

 

 

 

③ ＯＡ化の推進（効率化が図れてきたか）  

これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

○住民情報システムの導入（平成 9年度～） 

○地図情報システムの導入（平成 10年度～） 

○財務会計システムの導入（平成 14年度～） 

○地域イントラネットの整備（平成 14年度） 

○スポーツ施設予約システム稼動（平成 15年度） 

○電子申請届出サービス稼動（平成 16年度） 
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 今後の課題 今後の基本的方向 

 価の観点から事務事業の統廃合を含め整理していく必要がある。 

 また，今後の社会経済情勢を勘案すると予算規模を縮小せざるを得ない中で

新たな市民ニーズにも応えるためには，事業経費の節減・節約に終始するので

はなく，行政評価システムを最大限に活用したうえで，施策の選択及び重点化

を図り，事業の見直しを推進する必要がある。 

  

【行政改革推進委員会からの意見】 

・ 市が事務局を行っているなど市への依存度が高い団体については，団体

の自立化を促進するためにも市の関与のあり方について検討を行う必

要がある。自立を促し，場合によっては，発展的解散なども視野に入れ

た検討を併せて行う必要がある。 

行政評価システムなどの活用により，各種の事務事業改善が行われてき

ているが，内部での評価（見直し）ばかりでなく，第三者からのチェッ

クが必要である。 

・ 事務事業評価制度を活用し，各事務事業の必要性，妥当性，効率性を適

正に評価し，スクラップ・アンド・ビルドを行う必要がある。 

   

とした見直し 

●各職場の業務や事務事業の総点検 

●予算規模の縮小する中での施策展

開 

●第三者機関による評価 

 

 

 

 

 

 今後の課題 今後の基本的方向 

 【市としての認識】 

 個々の補助金について，その必要性，優先性，有効性，公平性等の観点から

市民へ説明できるかどうかの検証が必要となる。 

 補助金，負担金の見直しにあっては，単なる削減だけの改革ではなく，市民

との「協働・連携」という視点のもとに検討を進めることも重要である。 

  

【行政改革推進委員会からの意見】 

・ 行政と市民との役割分担を精査し，市民との「協働・連携」を踏まえた

支援制度を検討する必要がある。 

・ 社会の変化を踏まえて，適切に公募補助金制度を運用していく必要があ

る。 

・ 補助金等審査委員会は，第三者機関であるが，個々の公募補助金の審査

などを一部非公開で審査しているため，開かれた審査が必要であり，市

民に分かる形で進めていくことが大切である。 

    

●一部事務組合等への負担金，補助金

の適正支出の検討 

●有効な公募補助金の拡充 

●補助金等審査の透明性の向上 

 

 

 

 

 今後の課題 今後の基本的方向 

 【市としての認識】 

 ＯＡ化については，費用対効果の観点から慎重な検討を行う必要がある。た

だし，真の事務事業の合理化，ひいては定員管理の適正化に結びつくよう努め

る必要がある。 

 

【行政改革推進委員会からの意見】 
 

●費用対効果の検証 

●他市町村等との共同利用の検討 

●職員の資質向上 
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これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

○戸籍電算システムの導入（平成 20年度～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（8）窓口サービス改善（市役所の印象は良くなったか，市民からの苦情は減ったか）    

これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

○窓口カウンターの改良（ローカウンターの設置）

（平成 8年度） 

○閲覧場所の改善（平成 8年度） 

○一部文書の押印廃止（平成 8年度～） 

○公共施設のバリアフリー化（平成 8年度） 

○申請書・届書の簡略化（平成 9年度～） 

○公印押印の省略化 

○総合案内の配置 

○自動交付機の設置（平成 11年度） 

○コインコピー機の設置（平成 12年度） 

○電子届出システムの導入（平成 16年度） 

○フロアマネージャーの配置【再掲】（平成 19年度

～） 

○まちづくり特例市移譲事務受入（平成 21年度～） 

○パスポート窓口の開設（平成 21年度～） 

○１Ｆ案内誘導サインの整備 

   

☆お客様アンケート（平成 18年度） 

○職員の対応調査（身だしなみ，言葉使い，説明，接客など） 

  ５点満点で４.１点の評価 

○必要なサービス調査 

  第１位（28.1％）休日における窓口業務 

  第２位（18.9％）総合窓口の設置 

  第３位（16.9％）平日窓口業務の時間延長 

  第４位（13.0％）記載補助や付添案内 
    

☆まちづくり市民アンケート（平成 20年度）【再掲】 

市役所の仕事ぶりに対する満足度（満足･やや満足）： 

 ⑮21.9%，⑰24.8％，⑳30.2％ 
�
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4.5
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20.3
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3.8
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

H20.8
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満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

 

 

（9）民営化･民間委託の推進（民営化・民間委託は進んでいるか，サービスはどう評価されているか） 

これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

○単純労務･臨時的事務の委託（自転車撤去など）

（平成 8年度） 

○一部施設（ひまわり園･地域福祉会館）の民間委

託（平成 8年度） 

○民間保育所の設立支援 

 ・ときわ保育園の開設（用地提供，建設支援）（平

成 13年度） 

 ・龍ケ崎つばめ保育園の開設（建設支援）（平成

14年度） 

○民間事業者を指定管理者に指定した施設（佐貫駅東駐輪場）の利

用率 

・平成 17年度（指定管理者制度導入前）：81.9%（435台） 

・平成 18年度（指定管理者制度導入後）：90.8%（482台） 

・平成 19年度（    〃     ）：97.6%（518台） 

・平成 20年度（    〃     ）：96.2%（511台） 

○学校給食センター調理業務の民間委託 

・実際の調理業務にかかる時間が１日 6 時間程度であり，職員で

対応することが非効率な業務として民間委託に切り替えた。職 
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 今後の課題 今後の基本的方向 

 ・ 事務の合理化，効率化を推進するにはＯＡ化は必要であるが，費用対効 

果，他システムとの互換性，ランニングコストなどについての検証が必

要である。 

・ 多大な費用がかかるシステムについては，他市町村等との共同化による 

経費削減を検討する必要がある。 

・ 職員内部のＩＣＴ能力の強化により，チェック力の充実に努める必要が

ある。 

   

 

 

 

 

 今後の課題 今後の基本的方向 

 【市としての認識】 

 市役所を訪れる市民からの意見では，窓口業務での言葉使いや態度について

はおおむね改善され評価も高くなってきている。一方，改善点の意見では，休

日，夜間窓口の開設や総合窓口の要望も多い。    

   

【行政改革推進委員会からの意見】 

・ 平日の昼間時間帯に市役所に訪れにくい市民に対するサービスを考え

る必要がある。（休日や夜間における窓口の開設について，実際にどの

くらいの人が利用するのかの調査をするとともに，予約制や総合窓口に

ついても併せて検討すべきである。） 

・ 市民の利用が多い佐貫駅への自動交付機や行政コーナーなど，市民の利

便性に沿った行政サービスを検討する必要がある。 

・ 職員の応接にかかるアンケートの結果は相応の水準ではあるが，さらに

上のレベルを目指して努力する必要がある。 

  

 

 

 

 

 

    

●休日における窓口業務の検討 

●総合窓口の検討 

●平日業務の時間延長の検討 

 

 

 

 今後の課題 今後の基本的方向 

 【市としての認識】 

 民営化，民間委託については，将来の定員管理を踏まえながら，サービスの

維持・向上，効率化向上の観点から推進する必要がある。 

 ただし，民営化に関する当面の考え方は，明らかに職員で取り組むことが非

効率な業務や職員の削減につながる業務のほか，配置転換により他の経費削減

につながる業務に限定する。  

     

【行政改革推進委員会からの意見】 

・ 給食センターの調理業務の民間委託，中央保育所の民営化は，サービス 
 

●新たな指定管理者制度導入施設の

検討 

●外部委託業務の拡充検討 
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これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

・しらはね保育園の開設（用地提供，建設支援） 

 （平成 17年度） 

○学校給食センター調理業務の民間委託 

 ・第二調理場調理業務（平成 11年度） 

 ・第一調理場調理業務（平成 17年度） 

○外部委託推進ガイドラインの策定（平成 16年度） 

○指定管理者制度の導入（平成 18年度） 

○中央保育所の民営化（平成 20年度） 

○選挙事務の一部民間委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

員については配置転換により効果を生み出すこととした。 

○中央保育所民営化による保育サービスの向上 

・延長保育の実施，乳児保育の実施，病児･病後児保育の実施， 

完全給食の実施 

☆中央保育所民営化に伴う保護者アンケート（平成 20年度） 

民営化に伴う満足度（良い･やや良い）： 

 ⑳79.1％ 
�

47.2 31.9 12.5 8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H21.1

良い やや良い どちらとも言えない やや悪い 悪い わからない

 

☆まちづくり市民アンケート（平成 20年度） 

行政サービスの民営化に対する満足度（満足･やや満足）： 

 ⑰10.1％，⑳12.6％ 
�

1.2

1.0 11.6

8.9 19.7

21.2

16.0

13.1

47.0

47.3

7.2

5.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H20.8

H17.9

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答
 

 

（10）外郭団体の経営改善（団体の経営改善が図られているか）  

これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

○外郭団体の設立 

 ・財団法人龍ケ崎市開発公社（昭和 35年度） 

 ・社会福祉法人龍ケ崎市社会福祉協議会（昭和 45

年度） 

 ・財団法人竜ケ崎ﾆｭｰﾀｳﾝｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ （ー昭和 56年度） 

 ・財団法人龍ケ崎市文化振興事業団（昭和 60 年

度） 

 ・財団法人龍ケ崎市高齢者福祉事業団（昭和 63

年度） 

 ・財団法人龍ケ崎市農業公社（平成 9年度） 

 ・社団法人龍ケ崎市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ（平成 9年度） 

○龍ケ崎公益法人連絡協議会の設立（平成 11年度） 

○情報公開制度等の導入（平成 12年度～） 

○財団法人竜ケ崎ﾆｭｰﾀｳﾝｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの解散（平成 13

年度） 

○外郭団体指導調整実施要綱の制定（平成 14年度） 

○外郭団体検討委員会の設置（平成 14年度） 

○外郭団体への指定管理料，団体運営補助金（市支出） 

  （単位：千円） 

団体名 H17 H18 H19 H20 

開発公社 10,632 10,670 10,827 4,664 

農業公社 160,152 154,661 158,576 153,032 

(市の歳入) 116,861 117,143 114,600 110,994 

文化振興事業団 188,218 179,552 175,341 171,481 

(市の歳入) 15,484 14,552 13,456 14,157 

社会福祉協議会 145,216 145,609 139,937 131,936 

(市の歳入) 981 979 1,018 1,219 

ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 24,392 24,034 23,381 22,390 
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 今後の課題 今後の基本的方向 

 向上等において一定の成果を上げているが，「子どもを育む」という点

を欠くことのないよう配慮してほしい。 

・ 民営化や民間委託のほか，指定管理者制度の導入などについて，効率化

や経費削減といった視点だけでなく，市民や利用者などのサービス向上

などの視点からも検討する必要がある。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 今後の課題 今後の基本的方向 

 【市としての認識】 

 指定管理者制度や新公益法人制度など，外郭団体を取り巻く環境は大きく変

化しており，公益性の確保とともに，団体の組織体制の強化が必要となる。 

  

【行政改革推進委員会からの意見】 

・ 外郭団体ごとに策定した経営改善計画の進捗状況を正確に把握し，外郭

団体の補助金の見直しとともに経営改善を着実に進めていく必要があ

る。 

・ 民間のような柔軟な感覚を持って経営するとともに，新規事業の立案な 

などにより施設利用者の増を図る必要がある。 

・ 公益法人制度改革を踏まえ，外郭団体の業務の範囲拡大や新たな企画立

案などを検討していく必要がある。 

   

 

 

 

   

●経営改善計画に基づく取組みの推

進 

 ・施設運営の効率化 

 ・職員の意識改革 

 ・市民サービスの向上（公益性の確

保） 

●外郭団体の統合 

●公益法人への移行認定 
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これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

○外郭団体指導調整ガイドライン策定（平成 14 年

度） 

○社会福祉協議会と高齢者福祉事業団の統合（平成

16年度） 

○指定管理者制度の導入（平成 18年度～） 

 ・文化会館，歴史民俗資料館 

 ・総合福祉センター，ふるさとふれあい公園 

 ・農業公園豊作村，龍ヶ岡市民農園 

（・佐貫駅東駐輪場，佐貫中央第１･第２駐輪場） 

○外郭団体の望ましいあり方に関する基本方針の

策定（平成 19年度） 

○外郭団体の経営改善計画の策定（平成 20年度） 

 

    

施設利用者（入館者）数            （単位：人） 

    H17 H18 H19 H20 

湯ったり館 224,426 222,764 215,556 212,468 

文化会館 116,801 137,299 126,555 134,036 

歴史民俗資料館 25,268 34,212 27,923 33,735 

総合福祉センター 27,238 25,564 24,954 23,658 

   

   

 

（11）市政への市民参画（審議会等に市民公募による委員は増えたか，審議会等に女性登用は増えたか，市 

これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

○市民公募の拡充（平成 11年度～） 

○審議会等の設置及び委員選任に関する要綱の設

置（平成 11年度） 

 ・公募 委員の１／５以上 

 ・女性登用 男女共同参画基本計画の目標比率 

 ・委員の年齢 就任時に 70歳未満 

 ・議員 １／５未満 

○ワークショップの開催（平成 8年度～） 

○まちづくり市民アンケートの実施（平成 12 年度

～） 

○パブリックコメント制度の導入（平成 17年度～）

【再掲】 

○広報ボランティア制度の導入（平成 20年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市民公募による委員数 

・総合計画審議会など 20の審議会等の公募の割合 

 306名のうち 98名の公募（32.0％） 

○女性の委員数 

・総合計画審議会など 20の審議会等の女性の割合 

 306名のうち 107名の女性委員（35.0％） 

○市民からの意見・要望等受付件数 

年度 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

市長への手紙 60 94 73 82 118 144 123 118 

要望 58 68 48 71 48 33 30 20 

電子メール 60 80 130 198 322 303 368 292 

合計 178 242 251 351 488 480 521 430 

 

○パブリックコメントの実績 

 ⑱20名（65件），⑲30名（129件），⑳18名（69件） 

 

☆まちづくり市民アンケート（平成 20年度） 

 まちづくりに気軽に参加できる機会に対する満足度 

 ・満足･やや満足：⑰16.2％，⑳19.9％ 

 ・不満･やや不満：⑰40.3％，⑳36.5％ 
�

2.4

1.6 14.6

17.5 25.8

25.7

10.7

14.6

38.6

37.0

5.0

6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H20.8

H17.9

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答
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 今後の課題 今後の基本的方向 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

民の参画機会は増えたか・窓口は広がったか，市民の意見は反映されているか） 

 今後の課題 今後の基本的方向 

 【市としての認識】 

 市民の意見や要望を政策形成過程の段階で反映させるシステムを構築する

必要がある。 

  

【行政改革推進委員会からの意見】 

・ 審議会等への市民公募委員の拡充は，ある程度は進んだと思われるが，

それでも市民参加の割合や女性参加の割合は不十分である。 

・ 重要な政策については，政策形成過程における情報を公開し，市民参加

を拡充するとともに，行政運営の透明化を図る必要がある。 

・ 市民の提案を受け付ける窓口を設けたり，市民との懇談会を開催するな

ど，市民の声を聞いて市政に活かしていくべきである。 

・ 審議会等の年齢制限を廃止するなど，老若男女バランス良く様々な市民

の声や知恵を引き出して，政策決定過程への市民参加を拡充すべきであ

る。 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

●審議会等の統合 

●審議会等の選任要綱の見直し 

 ・市民公募の拡充 

 ・女性登用の拡充 

 ・年齢制限の撤廃 

●市政モニター制度の見直し 
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（12）市民との協働（市民との協働は進んでいるか，協働の意義が理解されているか，市民の役割と行政の 

これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

○市民活動センターの開設（平成 14年度～） 

○補助金等公募制度の導入（平成 15年度～） 

○公共施設里親制度の導入（平成 16年度～） 

○公用車貸出制度の導入（平成 18年度～） 

○ボランティア団体等への会議室の貸出し 

○市民協働推進の指針の策定（平成 19年度） 

○市民協働の手引きの作成（平成 19年度） 

○市民協働行動計画の策定（平成 20年度） 

 

 

○市民活動センター利用者数（登録団体数） 

⑭1,955人（36団体），⑮6,852 人（45団体）， 

⑯10,566人（52団体），⑰8,496 人（55団体）， 

⑱8,165人（47団体），⑲7,350 人（45団体）， 

⑳6,577人（46団体） 

○補助金公募採択件数 

⑮8件，⑯6件，⑰5件，⑱2件，⑲2件，⑳4件， 21 2件 

○里親制度登録団体（人数） 

⑯35団体（980人），⑰35団体（970人），⑱44団体（1,100人）， 

⑲48団体（1,174人），⑳55団体（1,219人） 

○公用車貸出し件数 

⑱32件，⑲43件，⑳48件   

☆まちづくり市民アンケート（平成 20年度） 

 市民活動への支援や参加できる機会に対する満足度 

 ・満足･やや満足：⑳21.2％ 

 ・不満･やや不満：⑳33.5％ 
�

1.8 19.4 24.5 9.0 39.7 5.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H20.8

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

 

 

（13）財政健全化の取組み（財源不足は解消されているか，余裕のある安定した財政運営となっているか， 

これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

財政健全化プラン  

  期間：平成 13～17年度（5年間） 

◇達成額（平成 12年度決算額との比較） 

 ○財政状況及び財政収支見通しの策定・公表 

 ○歳出の削減：45.6億円 

  ・義務的経費の削減：21.3億円 

  ・市債発行の抑制：3.6億円 

  ・事務事業の見直し：19.9億円 

  ・公益法人等の経営効率化：0.8億円 

 ○歳入の確保：13億円 

  ・市税等滞納額の縮減：1億円 

  ・課税客体の適正把握：0.4億円 

  ・市有財産の売却推進等：4.4億円 

  ・受益者負担の適正化：7.2億円 

  ・資金運用方法の研究：△0.5億円 

  ・自主税財源の確保：0.5億円 

 ○計：58.6億円 

○達成が確実視される目標 

 ・財源確保額 

 ・将来債務残高（減少） 

○達成が困難視される目標 

 ・経常収支比率（上昇） 

 ・財政調整基金・減債基金の残高（減少） 

 

 財政健全化プラン，財政改革推進プログラムともに設定した

財源確保の目標額は達成できる見込みであるものの，経常収支

比率など財務指標の目標値についてはさらに悪化している状

況にある。 

 経済情勢の変化や地方交付税制度，社会保障制度の改正等に

より依存財源が減収基調を強める中，社会保障費等は依然とし

て増加基調にあるなど，想定した推計条件と大きな乖離が生じ

た。 

 ・地方交付税の大幅な削減 

 ・景気悪化等による大幅な地方税収の減額 
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守備範囲は整理されているか） 

 今後の課題 今後の基本的方向 

 【市としての認識】 

 多様な市民活動による「地域」の力を行政に活かすことに加え，ボランティ

ア活動やＮＰＯ活動など市民との協働を推進する必要がある。 

 また，行政自らが市民の中に入り，市民の生の声を聞き取ることが必要であ

り，そのためには待ちの姿勢から自らが出向く姿勢が重要となる。 

  

【行政改革推進委員会からの意見】 

・ 市役所内の協働を進めなければ市民との協働は進まない。また，協働の

取組みは人によって温度差があり，協働の考え方を市民に浸透させてい

く必要がある。 

・ 「協働」に対する行政と市民の意識の共有を図る必要がある。 

・ 小学校単位で実施したワークショップにおいて，地域ごとの状況，ニー

ズが把握されたため，今後の市民協働の進め方に活かしてほしい。 

・ 市民協働事業については，市民に認知されていないケースが多いため，

市民が積極的に参画できるような体制づくりを進める必要がある。 

・ 市民を交えて，市民協働についてしっかりと議論していくことが必要で

ある。 

    

 

 

 

 

●市民活動センターの運営の見直し 

●補助金等公募制度の見直し 

●市民協働事業の展開 

 ・市民協働事業提案制度等 

●市民協働コーディネーターの配

置・充実 

●地域コミュニティの推進 

●市民と行政の役割の検証 

 

 

財政指標は改善しているか，将来負担は計画的に減らしてきているか，財政運営に対しての市民の声はどうか） 

 今後の課題 今後の基本的方向 

 【市としての認識】 

 これまでの財政健全化の取組みにより，行政内部の歳出削減は相当進み，第

2次財政健全化プランの財源確保の目標は達成できる見込みである。 

 しかしながら，現行制度等を前提とした歳出削減策は限界に近づきつつあ

り，さらに，性急な国の財政構造改革，税収環境の悪化など，外的要因も厳し

さを増していることから，経常収支比率など財務指標の目標値については悪化

している状況にある。 

 このため，予算規模の縮小を伴う抜本的な行財政改革が不可避であり，市自

らが努力して内部経費の削減に取り組むとともに，戦略的な経営方針に基づく

選択と集中による財源の重点配分を基本として，政策や事務事業の総点検が必

要である。また，その成果を財政運営に至急反映させることが今後の課題であ

る。 

 これを実施していくためには，市民への情報提供においては，より分かりや

すく工夫し，事務事業の再編や実施主体の改定について納得を得る必要があ

る。 

  

 

●予算規模の縮小と財政構造（歳出構

造）の転換 

 ・選択と集中による財源の重点配分 

 ・事務事業の総点検 

●市民への分かりやすい財政情報の

提供 
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これまでの主な取組み 変遷（達成度）  

財政改革推進プログラム 

  期間：平成 16～18年度（3年間） 

◇達成額（平成 15年度決算額との比較） 

 ○財政状況及び財政収支見通しの策定・公表 

 ○歳出の削減：31.97億円 

  ・義務的経費の削減：11.08 億円 

  ・市債発行の抑制：5.83億円 

  ・事務事業の見直し：14.67 億円 

  ・公益法人等の経営効率化：0.39億円 

 ○歳入の確保：9.23億円 

  ・市税等滞納額の縮減：4.07億円 

  ・課税客体の適正把握：0.33億円 

  ・市有財産の売却推進等：1.16億円 

  ・受益者負担の適正化：2.98億円 

  ・資金運用方法の研究：0.05億円 

  ・自主税財源の確保：0.64億円 

 ○計：41.27億円 

 

第二次財政健全化プラン 

  期間：平成 19～21年度（3年間） 

◇達成額（平成 18年度決算額との比較） 

○財源確保額 平成 19～20年度で 13億 3,400万円 

 歳出削減額 平成 19～20年度で 11億 6,700万円 

 歳入確保額 平成 19～20年度で 1億 6,700万円 

・経常収支比率 

  ⑬88.6％，⑭94.7％，⑮93.8％，⑯95.1％， 

  ⑰95.9％，⑱95.4％，⑲97.8％，⑳98.0% 

・将来負担比率（平成 19年度決算から算定･制度創

設） 

  ⑲88.2％（早期健全化基準 350.0％，類似団体

112.3％），⑳85.7% 

・実質公債費比率 

  ⑲11.6％（早期健全化基準 25.0％），⑳12.1% 

・実質収支比率 

  ⑲3.4％，⑳3.1% 

・財政調整基金，減債基金残高 

  ⑰30.4億円，⑱29.6億円，⑲25.9億円， 

  ⑳20.7億円 

・将来債務残高 

  ⑯638億円，⑲579億円， 

  ⑳551億円， 21 530億円（見込み）               
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 今後の課題 今後の基本的方向 

 【行政改革推進委員会からの意見】 

・ 市民等に当市の財政状況などを分かりやすい形で情報提供を行うこと

で，市の財政状況に対する情報・意識を共有することが必要である。行

政，市民，企業，団体の協働体制で「より良い龍ケ崎のまちづくり」を

目指すことにより，少しでも支出削減につなげられるのではないか。 

・ 経済環境の悪化により，税収減が見込まれる中，事業の見直しにより，

さらに健全化に取り組む必要がある。 

・ 現在の第二次財政健全化プランの実績を踏まえて，次のプランを策定す

べきである。 

・ 将来債務残高の削減をさらに進めていくとともに，100%近い経常収支比

率を引き下げていく必要がある。 

・ 財政健全化は一時的な緊急対応といったもので終わるものではなく，今

後の市政経営における体質レベルに浸透させる必要がある。 
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