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行財政改革大綱の基本的な考え方 

 

１.主旨 

 

行財政改革について、平成 17年度から 26年度まで２次にわたり行財政改革大綱

を策定し、行財政改革の推進を図ってきました。 

第１次行財政改革大綱に基づく取組みから 10年が経過し、職員の意識も向上し、

ある程度の財政効果も現れています。しかし、少子高齢化、人口減少社会の到来な

ど社会構造の大きな変化を見据え、多種多様な市民ニーズに対応し、本市が将来に

わたり市民サービスの維持・向上を図っていくためには、今後も改革の取組みを継

続して、時代に対応し市民自治をより確かなものにする行政運営の実現と、持続可

能な財政構造の確立を目指していく必要があります。   

 普通交付税の合併優遇措置の終了、景気回復の遅れによる市税収入の減少など歳
入の右肩下がりが予想されるなか、今後の山梨市発展のための大型事業が現在進行
中です。 
 これまで以上に、事務事業評価を総合計画や予算編成にできるだけ連動させ、予
算の最適化や事業の選択を行っていく必要があります。 

 また、市民とともにまちづくりを行い、山梨市を活性化していくことを重要課題

として取組んでいきます。 

 

このような状況を踏まえ、持続的に行財政改革を進めていくうえでの基本的な考

え方や取組み内容などをとりまとめたものとして「第３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２次行財政改革大綱の成果と課題 

 

大綱に基づく具体的な取組みは、「推進計画書」に沿って推進を図ってきました。 

 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

とに取組み課題を設け、全 46項目にわたる課題について改革を進めてきました。 

 また、推進計画書の中から特に財政効果が見込まれる実施事項を選別し、具体的

な数値目標を定めた「集中改革プラン」を策定して取組みを推進してきました。 

  

 全体的には、財政計画の作成と検討、機構改革や職員の定員適正化等により、行

政の効率化が図られていますが、少子高齢化や人口の減少、災害への備え、地方分

権の進展、国の施策や制度変更など社会情勢の変化への的確な対応が一層求められ

ています。 
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 「健全な財政運営」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

ます。しかし、税収の伸び悩み等、歳入が限られる一方で、歳出は社会保障費など

経常的な経費が増大するという課題もあり、今後も継続的な取組みが求められる状

況にあります。 

 

「簡素で効率的な行政システム」においては、自主財源が乏しい状況下で「最小

の経費で最大の効果」をあげることや、費用対効果を検証しながら「選択と集中」

による施策を推進してきました。 

財源確保がさらに厳しくなっていく今後、行政マネジメント力を高め、ＰＤＣＡ

サイクルを成熟させ、事務事業評価制度の活用や、事務改善を実行し行政経営に活

かしていくことが課題となっています。 

  

 「人事の見直しと人財育成」における最重要課題は「職員意識の改革」です。 

市の財産となるべき「人財」を育成するため、職員意識を改革し、組織全体の質

を高めるための研修制度や組織として具体的な研修プログラムを作成し、受講を促

してきました。 

受講者数においては計画を上回っていますが、受講内容を共有し活かしていける

よう今後更なる計画的な人財育成を行っていきます。 

また、人事評価制度を成熟させることも課題の一つとなっています。 

 

 「市民参画の推進と住民自治」では、協働の取組みは方針に基づき行っているも

のの、思うように進んでいない状況です。 

「市民とともに創るまちづくり」を掲げ取組みを行っていくためには、協働の理念

を広く市民に理解してもらい、市民参加のまちづくりを積極的に推進することが課

題となっています。 

  

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 26 年度末までの５カ年で約７億円の財政効果を

見込んでいましたが、平成 25年度末までに約９億円の財政効果が出ています。 

 

 第２次において積み残した課題を解決するため、第３次において継続して取組み

を行っていきます。 
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３．市を取り巻く環境 

 

 国は、地域の発意を活かし魅力ある地域づくりを進めることで、地域産業を活性

化し、地域経済での好循環の実現を図ることを目標にしています。長期的な視野に

立った地域活性化に向けて地方それぞれの創意工夫や努力がより反映されるよう

に、行政サービスの在り方、政策手段などの大胆な見直しを進めています。 

市において、第２次行財政改革大綱に基づく取組みは、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」などの課題

は、依然厳しいものとなっています。 

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）財政状況 

 歳入に関して、平成 27 年度から合併に伴う特例措置による普通交付税の段階的

削減が始まり、平成 32年度までに 10億円程度の減額が見込まれます。また、個人

市民税が減少している状況であることから、将来に備えて基金の積立など財政基盤

の安定化を図るとともに、行財政改革を推進し、事業効果、優先度を考慮した事業

執行で財政の健全化を堅持する必要があります。 

 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 25年度は 0.419と県内 13市の中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値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 25年度の値は 82.9%と高くなっています。 

平成 22年度～25年度までのこれらの値はほぼ横ばい状態で、少ない自主財源と財

政の硬直化が続いていることが伺えます。 

 歳出においては、社会保障費が増額となっています。一方、職員定員適正化計画

に基づく職員数の削減などにより人件費は減額となっています。 

 歳入が右肩下がりの昨今、歳入の身の丈に合わせて歳出予算を最適化すること、

自らの地域に合った実現可能な、より良い住民サービスを選択することが重要です。 
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（２）少子高齢社会の進行と人口減少 

第１次の大綱策定時（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％、第２次の大綱策定時（平成 22 年４月１日住民基本台帳）における高齢化

率は 27.0％で、県平均、全国平均を上回る値でした。現在（平成 26年４月１日住

民基本台帳）の状況は、平成 22 年度４月と比較して、総人口で 1,124 人減少、15

歳未満の年少人口で 462 人の減少、15 歳～64 歳までの生産人口で 1,182 人減少

に対し、65 歳以上の老齢人口は 520 人増加し、高齢化率は 29.2％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。 

特に、保健・医療・福祉分野などにおいては、少子高齢化に対応した体制整備が

一層必要とされます。 
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（３）地方分権 

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、現在は第４

次一括法により、地方分権改革推進委員会の勧告事項については一通り検討を行い

数多くの改革を実現してきました。 

こういった流れの中で、国は「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」といった従来からの課題に加え、「個性を活かした

自立した地方をつくる」をスローガンとした地方の発意と多様性を重視する新たな

ステージにおける地方分権改革を推進しています。   

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求められていると言えます。 

市は、地方分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、その上で効率的な行政を実現していく必要があります。 
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４．改革の視点（基本姿勢） 

 

成果を重視した行政経営を目指して 

 

 行財政改革の目的は、限られた財源を効果的に活用し、市民納得度の高い行政サ

ービスの提供に結び付けていくことにあります。 

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。 

 

（１）健全財政の視点 

  将来にわたって自立的で持続可能な財政基盤の確立を目指します。 

 

（２）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、最小の経費で最大の効果をあ

げることが基本になります。このため、常に業務改善に努めるとともに、市民ニ

ーズを的確に把握しながら、市民の視点に立った行政サービスを提供します。 

   

（３）意識改革の視点 

  改革を進めていくには、職員の意識改革が重要です。すべての職員が市民目線

に立ち・考え・行動するとともに、「効果」「効率」「協働」を念頭においた質の

高いサービスを提供していかなければなりません。そのため、職員研修の充実を

図るとともに職員の意識改革、能力向上に努めます。 

 

（４）協働の視点 

  地方それぞれが自立した行政経営が求められる中、市民と行政が役割分担しな

がら課題解決を図るとともに、市民が地域づくり活動に参加する「市民とともに

創るまちづくり」を推進します。 

 

５．推進期間 

 

 平成 27年４月１日～令和２年３月 31日 
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６．基本目標 

 

（１）健全で持続可能な財政運営 

  厳しい財政状況の中、社会経済状況の変化に応じて柔軟で持続可能な行政サー

ビスを行うためには、安定した財源や新たな財源の確保が必要になります。 

財源の根幹である税収の確保、また、公平性の観点から受益者負担の考え方の

中で使用料・負担金の適正化、新たな財源の創出を行い歳入の確保に努めます。 

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。財政計画に基づき経営感覚による効率的・効果的な事業執行を行

い、歳出を圧縮し健全な財政運営に努めます。 

 

 ①中長期財政見通し等の見直しと検証 

 ②歳入の確保 

 ③歳出の削減 

 

 

（２）効率的・効果的な行政運営 

  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、行政サー

ビスの在り方を的確に把握し、事務事業評価の結果を用いた事業の縮減や、廃止

を含めた検討を行い、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。 

  事業の必要性、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、事業の選別重点化を進めます。 

 

 ①マネジメントの強化 

 ②行政評価の活用とＰＤＣＡサイクルの確立 

 ③事務改善 

 ④事務、業務のアウトソーシングの推進 

 

（３）機能的な組織・人財育成 

  新たな行政課題に対応するため、効率的かつスリムな市役所組織・機構の検

証・見直しを推進します。 

また、より質の高い行政サービスを提供するため、職員の人事評価制度の取組

みや研修制度を通して職員一人一人の意識改革と能力・資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ます。 

併せて、定員の適正化に努めます。 
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 ①組織・機構の継続的な検証と見直し 

②職員研修の効果的実施 

 ③人事評価制度の構築 

 ④定員管理の適正化 

 

（４）市民とともに創るまちづくり 

  「自分たちのまちは、自分たちで創る」という意識を市民により持ってもらう

ための努力を行い、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

行う協働の取組みを推進します。 

  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する機会をわかりや

すく積極的に提案する中で、市民と行政が同じ目線でまちづくりが行えるような

体制や仕組みを構築していきます。 

 

 ①広聴・広報機能の充実と活用 

 ②市民参画機会の拡充 

 ③市民が使いやすい情報化の推進 

 ④協働のまちづくりの推進 

 

 

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、その補完機能として同幹事会、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３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、大綱で定めた基本目標ごとに具体的な「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。 

「年度別計画」については、様々な状況の変化を鑑み、毎年度当初に見直しを行

っていきます。 
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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を推進します。 

 取り組みの経過報告については、上半期の進捗状況、年度における進捗状況をホ

ームページで公表します。 

 

 
幹事会 

副市長、１０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 

庁 外 

庁 内 

●推進体制図● 


