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１.第２次山梨市行財政改革大綱の主旨 

 

国・地方を通じた厳しい財政状況、少子高齢化の進行など、私たちを取り巻く社

会は大きな変革の時代を迎えています。このような時代の変化に対応した行政運営

を行うため、平成１７年度に、平成２１年度までを推進期間とする「第１次行財政

改革大綱」「集中改革プラン」を、平成１８年度には、「大綱に基づく推進計画書」

を策定し、行財政改革を進めてきました。 

 この第１次行財政改革大綱に基づく取り組みにより、ある程度の財政効果は現れ

ていますが、欧米発の金融危機は、日本経済にも悪影響を及ぼし、企業の収益悪化・

受注減少・人員削減、個人消費の落ち込みなど、戦後最悪の経済危機をもたらし、

税収の大幅な減少などにより、地方自治体の深刻な財政状況に拍車をかけることも

予想されます。また、山梨市が目指す「経営型行政」への転換も道半ばであり、多

様な市民ニーズに対応しながら健全な行政経営を行っていくためには、今後も、継

続的な行財政改革を進めていく必要があります。 

そのため、第１次の行財政改革大綱を踏まえながら、「第１次山梨市総合計画」

の将来像「人・地域・自然が奏でる 和みのまち 山梨市」を実現するため、行政運

営の体系的な実施プログラムとして「第 2次行財政改革大綱」を策定し、より一層

の行財政改革を推進します。 

 

 

２．第１次山梨市行財政改革大綱の成果と課題 

 

大綱に基づく具体的な取り組みは、「集中改革プラン」、「推進計画書」に沿って

進めてきました。 

集中改革プランでは、急務である「効率的な財政運営の確立」のため、具体的な

実施項目や数値目標を定め、平成２１年度末までの５か年で総額１８億２，９５０

万円の財政効果を見込んでおり、「指定管理者制度導入・業務委託」など多くの項

目で歳出削減等が図られ、平成２０年度末までに１７億１千万円余の財政効果が現

れています。 

 推進計画書では、大綱で定めた４つの基本目標（「行政評価による政策形成の確

立」「効率的な財政運営の確立」「職員の改革」「市民との協働」）ごとに取り組み課

題を設け、全６０項目にわたる課題について改革を進めてきました。 

 「行政評価による政策形成の確立」「効率的な財政運営の確立」では、財政面で

の改革はある程度進み、財政効果も現れているものの、事務事業評価の結果が、施

策・事務事業の改善や予算編成などに十分反映されているとは言えません。自主財

源が乏しい状況下においては、費用対効果を検証しながら「選択と集中」による施

策推進が非常に重要であり、ＰＤＣＡサイクルを早期に確立させ、行政経営に生か
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していくことが大きな課題となっています。 

 「職員の改革」における重要なポイントは「職員意識の改革」であり、市の財産

となるべき「人財」を育成するため、「人財育成基本方針」も策定しましたが、具

体的な実施プランの作成が、今後の課題となっています。 

職員意識を改革し、組織全体の質を高めるには、各職員の意思に任せた研修制度

だけではなく、組織として具体的な研修プログラムを作成し、計画的な人財育成を

行う必要があります。 

 「市民との協働」では、広聴・広報の見直しとして、住民意向調査の実施、広報

媒体の効率的活用などの取り組みを進めてきました。項目別では成果が現れていま

すが、今後は、得られた情報を整理・検証し、施策に生かしていくための具体的な

取り組みが必要です。 

 また、「みんなで山梨市をよくする協働事業推進の方針」を策定し、自助・互助・

公助の精神に基づく協働のまちづくりを進めるための原則を明確化しました。今後

は、協働の理念を広く市民に理解してもらい、方針に基づいた事業を、積極的に推

進する必要があります。 

 

 

３．新たな行財政改革の必要性 

 

第１次行財政改革大綱に基づく取り組みは、一定の成果を上げていますが、大綱

策定時に揚げた「財政状況の悪化」、「少子高齢社会の進行」、「地方分権の拡大」な

どの課題は、必ずしも好転したとはいえません。 

住民に最も身近な自治体として、これらの課題に対応していくためには、継続し

た行財政改革が必要であり、その成果を住民サービスにつなげていくことが求めら

れています。 

 

（１）厳しい財政状況 

決算における歳出は、平成１７年度の１７５億８千万円余りから平成１９年度の

１５８億９千万円余りへと１０％程度減額してきましたが、平成１７年度は合併直

後ということもあり、合併前の各市町村で実施・計画していた事業を継続しなけれ

ばならず過大な予算規模となっていました。また、平成２０年度は、１７４億７千

万円余りに増額していますが、景気・雇用経済対策や地方交付税に地方と都市の「共

生」の考え方の下、地方再生対策費が新設されたためであり、これらを除くと平成

１９年度とほぼ同額となります。 

財政力を示す財政力指数は、値が高いほど、地方税等一般財源の割合が大きく、

財政力が高いことを示していますが、平成２０年度の値は０．４６８と県内１３市

で最も低い値となっています。また、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、比
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率が低いほど、財政構造にゆとりがあることを示していますが、平成２０年度の値

は８７．０％と高くなっています。平成１７年度から平成２０年度まで、財政力指

数及び経常収支比率は横ばい状態で、少ない自主財源と財政の硬直化が恒常化して

いることが伺えます。 

財政健全化法の指標であり、将来負担すべき債務の状況を示す将来負担比率は、

３５０％を超えると早期健全化団体として自主的な財政再建を求められることに

なります。平成２０年度の値は１７５．１％と県内市町村の中では高く、将来負担

比率の大きな要素となる人口 1人当たり地方債現在高も、全国平均を上回っている

状況であるため、新規発行債の抑制などが課題となっています。 

 社会情勢では、平成１９年のアメリカの住宅バブル崩壊に端を発した国際的な金

融危機の日本への影響から、景気停滞の長期化による市税の落ち込みや、削減され

続けている国庫補助金など、歳入の確保が困難になっている一方で、今後も、少子

高齢化、失業者の増加などの理由による扶助費（生活保護費、医療費助成、福祉施

設運営費等）の大きな伸びが続き、歳出に占める割合は年々増加していくことが予

想されます。 

 長引く不況、厳しい経済情勢に対応していくためには、自主財源の確保と事務事

業経費の削減などに取り組み、徹底した行政のスリム化を進めていかなければなり

ません。 
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（２）少子高齢社会の進行 

第１次行財政改革大綱策定時（平成１７年１０月１日住民基本台帳）における高

齢化率は２４．５％で、県平均、全国平均を上回る値でした。現在（平成２１年４

月１日住民基本台帳）の状況と比較すると、総人口で９５８人減少、１５歳未満の

年少人口で３４３人の減少、１５歳～６４歳までの生産人口で１，１９３人減少に

対し、６５歳以上の老齢人口は５７８人増加し、高齢化率は２５．３％となり、人

口減少社会の到来とともに、少子高齢化がますます進行しています。 

高齢者の増加は、保健・医療・福祉分野などにおける市民ニーズの拡大に対応し

た体制の整備が必要とされるだけでなく、財政負担の増加により財政を圧迫する要

因の１つとなります。 

  

 

 

 

 

 

 

（３）地方分権から地域主権へ 

平成１２年の「地方分権一括法」施行以来、地方自治体には多くの権限移譲が行

われ、平成１９年４月には国において地方分権改革推進委員会が発足し、第 2期地

方分権改革がスタートしました。 

この地方分権の流れの中で、「国と地方の役割分担の見直し」「地方税財政制度の

整備」「行政体制の整備確保」が行われ、国は、中央集権的に画一的な規定を地方
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に押し付けるのではなく、地方のやる気、知恵と工夫を引き出していく方向を打ち

出してきました。 

さらに、昨年、政権交代により誕生した新内閣は、地方分権をさらに進めるため、

中央集権・官僚依存政治を抜本的に改革し、「本当の国民主権の実現」、「内容のと

もなった地域主権」を政策の大きな柱として、新たな国づくりを進めるとし、地域

のことは地域に住む住民が決める「地域主権」を早期に確立する観点から、内閣府

に「地域主権戦略会議」を設置したところであります。 
地方分権から地域主権へと変わる中で、住民ニーズや地域の魅力を一番理解して

いる地方こそが自ら主役となって考え実行できる体制づくりが、今まで以上に求め

られていると言えます。 

今後、市町村は、地域主権を担える基礎自治体としての基盤・機能を強化し、地

域ニーズを反映した魅力的なまちづくりを進めていかなければなりません。そのた

めには「市民と行政がパートナーとしてそれぞれの役割を果たしていく」協働の取

組みが必要不可欠であり、その上でコンパクトな行政を実現していく必要がありま

す。 

 

 

４．改革の視点  

 

「管理型行政」から「経営型行政」へ 

 

 さまざまな課題を抱える中で、地域主権に対応していくためには、自己決定、自

己責任の原則に基づいたまちづくりができる自治体としての行財政システムを構

築していくことが必要です。 

 第１次行財政改革大綱においては、民間経営的な感覚で行政運営を行なう「経営

型行政」を改革の視点とし、具体的な取り組みを進めてきました。 

これは、これまでの国主導による画一的な管理型行政では、「全国一律の経済・

生活レベルの向上などの成果はあるものの、地域独自の課題解決に時間がかかる」、

「事業成果を重視した住民サービスが展開されていない」、「前例踏襲主義が浸透し、

市民ニーズが反映されなかった」などの課題があったため、厳しい財政状況を踏ま

え、限られた財源の中で、効率的で質の高い行政サービスを提供していくためには、

民間の経営手法として定着しているＰＤＣＡサイクルによる事業推進、職員の意識

改革、資質向上などに力点を置いた「経営型行政」が必要になってきたためです。 

 これからの行財政改革においても、管理型行政から経営型行政への転換を基本と

し、市民満足度の高い行政サービスの提供を目指して、民間の優れた経営理念や手

法を積極的に取り入れ、市民の視点に立った成果重視の行政を展開するため、次の

４つの視点に基づく行財政改革を推進します。 
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（１）効率化の視点 

  高度化・多様化する市民ニーズに対応するため、行政運営の基本である「最小

の経費で最大の効果」に立ち返り、常に業務改善に努めるとともに、効率化の観

点から、望ましい事業については、積極的な民間活力の導入、アウトソーシング

を進めます。 

 

（２）成果重視の視点 

  実施する事業については、単に事業量で判断するのではなく、市民満足度など

市民の視点に立った事業成果を重視し、コストパフォーマンスを検証するととも

に、ＰＤＣＡサイクルによる施策、事業レベルでの選別、重点化を図ります。 

 

（３）意識改革の視点 

  行政経営の観点から従来の制度や慣行、事務執行体制を見直すとともに、具体

的な改革を進めていくのは一人一人の職員であるという認識を持ち、職員の意識

改革、能力向上に努め、人事制度については成果・能力主義の考課を取り入れた

システムへの転換を図ります。 

 

（４）協働の視点 

  平成２０年度に策定した「みんなで山梨市をよくする協働事業推進の方針」に

基づく４つのモデル事業（地域型協働事業モデル・事業者型協働事業モデル・市

民交流共生コミュニティの協働事業モデル・提案型協働事業モデル）の展開を図

るとともに、地域の特性を生かした地域づくりを進めるため、市民が行政経営や

地域づくり活動に参加する機会の拡充に努めます。 

 

 

５．推進期間 

 

 平成２２年４月１日～平成２７年３月３１日 

 

 

６．基本目標 

 

（１）健全な財政運営 

  国の三位一体改革以降、年々厳しさを増す財政状況の中で、少子高齢化、情報

化などにより行政が対応しなければならない市民ニーズは多様化し、効率的な財

政運営により、健全な財政体質を実現していくことが急務となっています。 

  税収の確保や受益者負担の考え方の中で使用料、負担金の見直しを行うととも
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に、コストパフォーマンスを重視した効率的・効果的な事業執行を行い、健全な

財政運営に努めます。 

  

■中長期財政計画の策定と見直し 

   バランスシートや行政コスト計算書などによる財政状況や社会経済の推移

などを踏まえ、中長期的な財政計画を策定し、適時、見直しを行ないながら、

計画的な事業施行に努めます。 

 ■歳入の確保 

   市税等の収納率向上、受益者負担の適正化、未利用財産の処分などにより、

可能な限り歳入の確保を図ります。 

 ■歳出の削減 

   各種事業や補助金の見直し、施設の管理業務委託経費や普通建設事業費の抑

制など、全ての項目について精査し、歳出の削減を図ります。 

 

（２）簡素で効率的な行政システム 

  社会情勢の変化に伴う新たな課題、市民ニーズに対応していくためには、これ

までのやり方にこだわらない新たな発想により、簡素で効率的な行財政システム

を構築していくことが必要です。 

  行政関与の必要性、効率性、有効性などを十分に検証し、ＰＤＣＡサイクルに

よる行政運営を行い、施策、事業の選別重点化を進めます。 

  

■トップマネジメントの強化 

   施策レベルでの選択と集中など市政運営の方向性を決定するトップマネジ

メントを強化、支援するための仕組みを検討します。 

 ■ＰＤＣＡサイクルの確立 

   常に施策、事業の検証を行ない、その結果に基づき改革、改善を進めていく

ＰＤＣＡサイクルの確立と、予算編成や総合計画の進行管理に活用するため、

効率的な行政評価システムを構築します。 

 ■事務改善 

   コスト意識に基づいた効率的な事務の流れ、方法について検討し、可能なも

のについては順次改善を図っていきます。 

 ■アウトソーシングの推進 

   民間の優れた専門性、人的資源などを有効に活用し、質の高い行政サービス

の提供と効果的な人事配置を行なうため、アウトソーシングの推進を図ります。 

 

（３）人事の見直しと人財育成 

  より質の高い行政サービスを提供するためには、職員一人一人の意識改革と資
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質の向上を図るとともに、政策形成能力や専門的知識を有する人財を育成してい

くことが必要です。 

  地方公務員制度では、職員の任用、昇任、昇格についても、可能な限り職員の

能力に基づいて行うこととされているため、人事評価制度の取り組みを通して人

事・給与システムの見直しを進めます。 

 

 ■職員研修の効果的実施 

   研修計画に基づき、人財育成の観点から、職員の行政能力を高めるための各

種職員研修を実施します。 

 ■人事評価制度の構築 

   職務遂行意欲の向上、人財育成による活力ある組織、効率的な行政運営を目

的として、公平でわかりやすい人事評価制度を構築します。 

 ■定員管理の適正化 

   職員の資質向上、アウトソーシングの推進などに取り組みながら、総人件費

が抑制できるスリムな行政組織を目指して、定員適正化に努めます。 

 ■人事・給与システムの見直し 

   年功序列から成果・能力主義への移行など、職員の意欲と能力を引き出す人

事・給与システムについて検討します。 

 

（４）市民参画の推進と住民自治 

  市民本位の行政、市民自らによる住民自治を実現するためには、市民と行政が

お互いの役割を理解し、パートナーとして一緒にまちづくりを行う協働の取り組

みが必要です。 

  必要な情報を共有するとともに、市民がまちづくりに参画しやすい体制やしく

みを構築していきます。 

 

 ■広聴・広報機能の充実 

   市民の目線に立った行政サービスの展開、協働のまちづくりの推進を図るた

め、広聴・広報業務の見直しと充実に努めます。 

 ■参画機会の拡充 

   市の施策、事業の企画から実施段階まで、幅広い市民が参画できるような体

制整備については検討し、参画機会の拡充を図ります。 

 ■市民が使いやすい情報化の推進 

   電子自治体の構築に向けた取り組みを継続しながら、効果的なＩＣＴ（情報

通信技術）利活用について検討し、市民にとって使いやすい情報化施策を推進

します。 
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 ■協働事業の推進 

  みんなで山梨市をよくする協働事業推進の方針を基に、市民参加による市民

の視点に立ったまちづくりの観点から、行政全般にわたる協働事業について検

討・実施します。 

   

    

７．推進体制 

 

 庁内に市長を本部長とし、全課長を委員とする「山梨市行財政改革推進本部」を

設置し、その補完組織として同幹事会、専門部会を置くとともに、各課に課長をリ

ーダーとする推進チームを設置します｡ 

 また、外部の有識者による｢行財政改革諮問会議｣を設置し、行財政改革案につい

て意見を聴くとともに、実施事業の検証をしていただくこととします｡ 

 

 

８．推進方法 

 

 第２次行財政改革大綱を上位計画とした推進計画書及び集中改革プランにより、

具体的な取り組みを推進します。 

推進計画書では、大綱で定めた４つの基本目標（「健全な財政運営」「簡素で効率

的な行政システム」「人事の見直しと人財育成」「市民参画の推進と住民自治」）ご

とに具体的な「実施事項」を定め、実施事項ごとに「改革の目的」を掲げ、可能な

限り具体的な数値目標を設定して、達成に向けた取り組みを「年度別計画」に沿っ

て行います。 

さらに、推進計画書の中で財政効果が見込まれる実施事項を選別し、集中改革プ

ランとして重点的に改革の推進を行います。 
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幹事会 

副市長、９課長 

  

専門部会(4 部会) 

各課リーダー等 

改革推進チーム 

全課  

 
 

行財政改革諮問会議 

外部有識者 

  

行財政改革推進本部 

本 部 長  市長 

副本部長  副市長 

委  員  教育長、 

課長職全員 

§推進体制図§ 

庁 外 

庁 内 


