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１．これ までの 行財 政改革 の取り 組み
本町は、これまで昭和 52 年の行財 政の見直し をはじめとし、平成８ 年に
は第２次の行政 改革大綱を 策定し、組 織や職 員数の見直しを 行うなど、 一
定の成果を上げ てきました。 その主な取 り組 み内容は次のと おりです。
昭和 52 年〜

行財政の見直 し
・第１次事務事 業の総点検

昭和 58 年〜

行財政計画の 見直し
・第２次事務事 業の見直し

昭和 60 年〜

（第１次行政 改革）芦屋 町行 政改革大綱を策 定
・ 各 種 補助 金 の １割 カ ット 、 町議 会 議 員定 数削 減 、 部
制の廃止などを 実施

平成８年〜

（ 第２次行政 改革）芦屋 町行 政改革大綱を策 定
・各種 補助金 の１ 割カッ ト、各 種委 員会の 見 直し、町
議会議 員定数 削減 、組織 機構 の統廃 合、 職員 数の削
減などを実施

平成 16 年〜

各種施策の見 直し
・各種補助金の １割カットな どを実施

２．大綱 策定の 趣旨
現在、国と地方 を取り巻く行 財政状況は 厳し いものがありま す。
国においては「 官から民へ 、国から地 方へ」 を掲げた地方分 権改革及び
三位一体の改革 などにより 国と地方と の健全 化をすすめてい ますが、こ れ
により平成 16 年度において は、地方交付税な ど大幅な削減と なり、今後も
この改革は推進 される見込み です。
本町においては 、少子高齢 化などによ る扶助 費などの増額や 、長引く不
況による税収の 低迷及び下 水道事業の 町全域 敷設、その他各 施設の整備 な
どのハード面や 、補助金・ 扶助費など ソフト 面についても、 他市町村に な
い施策を可能と した収益事 業の競艇事 業が急 激な売上減とな り、非常に 厳
しい財政状況と なりました 。80％を超 えると 財政構造の弾力 性が失われ つ
つあると言われ ている経常 収支比率も 、100 を超えて推移し ており、従 来
と同様の町運営 は、むつかし い状況にな って います。
このため限られ た財源の効 率的な運用 を推進 するとともに、 将来を展望
した人口対策等 、新たな財 源確保の具 体化に ついても検討し 、まちづく り
の最上位計画た る芦屋町総合 振興計画を 推進 する必要があり ます。
このような状況 下、芦屋町 は、自らの 責任で 社会状況などの 変化に柔軟
かつ弾力的に対 応できるよ う体質を強 化し、 地方分権にふさ わしい新時 代
の体制づくりを 推進するた め、現下の 最重要 課題として行財 政構造改革 に
取り組みます。
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３．行財 政改革 の基 本姿勢
行財政改革を推 進する基本姿 勢を次のよ うに 定め、改革に取 り組みます。
（１）行財政運 営の適正化・ 効率化
健全な行財政運 営を推進する ため、行政サー ビスの適正水準 及び適
正負担により 、最少の経 費で最大の 効果を挙 げるよう、住 民生活の向
上に努め、サー ビス精神と経 営感覚に立 脚し た改革を進めま す。
（２）社会環境 の変化への柔 軟な対応
既存の枠組みや従来の発想にとらわれない柔軟な姿勢で住民への
サービス向上、制度・事業の企画 立案（縮小 、廃止を含む）に取り 組
み、改革を進め ます。
（３）職員の意 識改革
すべての職員が 自らの問題と して取り組 み、意欲を高め、主体的な
創意工夫により 改革を進めま す。
（４）住民の参 画と協働
住民参画と住民 との協働によ る、改革を 進め ます。

４．推進 期間
行政改革大綱の 推進期間は、平成 17 年度か ら 21 年度の５ヵ 年とします。

５．推進 体制
町長を本部長と する『芦屋 町行政改革 推進本 部』を中心とし 、全職員で
改革に取り組み ます。
行財政改革は、 行政組織内 部はもとよ り、住 民との共通理念 に基づき、
住民と行政の協 働により推 進していく ことが 重要です。その ため、住民 の
皆さんで組織さ れた『行政 改革推進委 員会』 からの意見や提 言などを尊 重
するとともに、 広報あしや や町ホーム ページ により、進捗状 況などの各 種
情報を積極的に 公開し、住民 との情報の 共有 化に努め、改革 を進めます。

６．集中 改革プ ラン と数値 目標
行財政改革を着 実に推進す るためには 、定量 的な目標設定を 行うことが
重要です。その ため、各年 度における 取組内 容を具体的に示 した集中改 革
プランを平成 17 年度中に作 成し、その際には 、職員の定員管理の適 正化計
画など、可能な 限り数値目標 の設定を行 いま す。
また、集中改革 プランは、 毎年度、進 捗状況 等を検証して、 見直しを行
います。なお、 計画期間の 最終年度に は、行 財政改革全般に わたり総括 を
して、住民に公 表します。
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７．行財 政改革 の重 点推進 項目
（１）行政の担 うべき役割の 重点化
①民間委託等の 推進
行政運営の効率 化と行政 サービスの 向上を図 るため、事務事 業全
般にわたり見直 しを行い、 民間委託を推 進し ます。また、す べての
公の施設につい ても、管理 のあり方につ いて 検証を行い、指 定管理
者制度の活用を 図ります。
②地方公営企業 の経営健全化
計画性・透明性 の高い企業 経営を推進す るた め、経営の総点 検を
行い、独立採算 を基本に更な る経営健全 化を 図ります。
③地域協働の推 進
地域の課 題やニ ーズに対 応すると ともに 、 簡素で効率 的な行 政を
実現させる ため、 行政情報 の積極的 な提供 や 住民参画を 進め、 住民
や住民が参 加する 団体など が公共的 サービ ス の提供を行 おうと する
取り組みについ て支援します 。
（２）行政ニー ズへの迅速か つ的確な対 応を 可能とする組織
少子高齢 化等 社会情 勢変化 に的確 に対応 し、 新たな行 政課題 や住
民の多様なニー ズに即応し た施策を総合 的、 機能的に展開で きるよ
う、不断の見直 しを行い、 その都度柔軟 に対 応できる組織・ 機構と
します。
（３）定員管理 及び給与の適 正化等
①定員管理の適 正化
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、数値 目標 を設定した定員 適正化
計画を策定して 、引き続き定 員の適正化 を推 進します。
②給与の適正化
業務の性格や内 容を踏ま えつつ、住 民の納得 と支持が得られ るよ
う、給与制度・ 運用・水準 の適正化を図 りま す。また、給与 等の状
況を公表します 。
③福利厚生事業
職員に対する福 利厚生事 業について は、住民 の理解が得られ るよ
う、点検・見直 しを図りま す。また、福 利厚 生事業の実施状 況等を
公表します。
（４）人材育成 の推進
限りある 人員 と予算 で住民 の負託 に応え 、質 の高いサ ービス を提
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供するとともに 、住民との 協働のまちづ くり を進めるために は、住
民ニーズに敏感 且つ柔軟に 対応していく こと や、創造的自治 体経営
に貢献できるな どの、人材 育成が必要で あり 、これには、こ れを遂
行する職員の意 識改革が求め られます。
このため 、人 材育成 に関す る基本 方針を 策定 し、人材 育成の 観点
に立った人事管 理、職場風 土や仕事の推 進プ ロセスの改善等 を行う
ことなどにより 、人材育成 を推進します 。ま た、能力・実績 を重視
し、公正かつ客 観的な人事評 価システム の構 築に取り組みま す。
（５）公正の確 保と透明性の 向上
情報公開制 度の的 確な運用 に努め 、行政の 持 つ情報につ いては、
プライバシー保 護に配慮を しながら、公 開し ていくとともに 、パブ
リックコメント 手続制度（ ※）などを活 用す ることにより、 住民の
意向を反映でき る体制づく りを進め、公 正の 確保と透明性の 向上に
努め、住民への 説明責任を図 ります。
（ ※ パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 手 続 制 度：行 政 な ど の 意 思 決 定 、政 策 立 案 過 程 で
広く住民などに素案を公表して意見を募ること）

（６）電子自治 体の推進
住民サービ スの向 上を図る ため、 情報セキ ュ リティの確 保に十分
留意しながら、 行政手続の オンライン化 の推 進、公的個人認 証サー
ビス、住民基本 台帳ネット ワークシステ ム、 住民基本台帳カ ード、
総合行政ネット ワーク（ＬＧ ＷＡＮ）な どの利 活用等を推進し ます。
また、業務 の共同 ・広域処 理につ いて、情 報 システムの 品質向上
及び、コスト削 減を図るた め、その体制 づく りを検討すると ともに
推進します。
（７）自主性・ 自律性の高い 財政運営の 確保
①経費の節減合 理化等財政の 健全化
財政状況を分析 し、事務 事業の見直 しなど経 費全般について 徹底
的な見直しを行 い、その縮 減合理化を図 ると ともに、予算の 厳正な
執行を実施し、 行財政改革 を踏まえ自主 的、 主体的に財政構 造の改
善を図ります。
②補助金等の整 理合理化
さまざ まな団体 等に対 する補助 金につ い ては、行政 として対 応す
べき必要性 、費用 対効果、 経費負担 のあり 方 などについ て検証 し、
整理合理化 を推進 するとと もに、新 たな補 助 金基準を策 定し、 適正
化に努めます。
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③公共工事
地域の実情等も 勘案しつつ 、積極的にコ スト 構造の改革を図 りま
す。また、公共 工事の入札 ・契約に対す る住 民の信頼を確保 するた
め、情報の公開 を進めます。
④公共施設
会館等の公共施 設につい ては、広域 的利用、 需要の多い利用 目的
への転用、施設 の改修等に より、できる 限り 、既存施設の有 効利用
を図ります。な お、公共施 設を新設する 場合 は、当該施設の 機能・
役割、運営方法 、利用見込 み、維持管理 経費 等の多角的検討 を行う
とともに、広域 的観点からも 調整を図り ます 。
⑤自主財源確保 の推進
受益者負 担の 適正化 や徴収 率の向 上に取 り組 むととも に、積 極的
な町有地の売却 やそれによ る税収増及び 競艇 事業の更なる経 営改善
などにより自主 財源の確保を 図ります。
（８）議会
行財政改革 は、執 行機関が 議会と 連携しつ つ 全庁が一体 となって
取り組み、住民 をはじめ、 関係方面の理 解と 協力により推進 できる
ものです。
議会は、行政改 革大綱等の 進捗状況や行 政評 価の結果等の報 告を
求める等、行政 改革に対す る取り組みを 積極 的に行うととも に、議
会自らも、その 機能を十分 発揮して、定 数及 び報酬の削減等 、自主
的 に 組 織 ･運 営 の 合 理 化 等 を 進 め て い た だ く よ う お 願 い す る こ と と
します。
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