令和２年２月 ６日（木）～令和２年 ３月９日（月）
パブリック・ コメント閲覧用

第４次 周南市行財政改革大綱
令和２年度～令和６年度

（案）

令和２年２月

周南市

目

次

第１章 行財政改 革の 必要性
１．これまでの行 財政改 革の取組と成果・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・１
(1) 行政改革の取 組と成 果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・１
(2) 財政改革の取 組・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・３
２．本市の行政経 営を取 り巻く現状と課題・・・・・・・・・・・・・ ・・・・７
(1) 周南市市民ア ンケー トによる現状分析・・・・・・・・・・・・・ ・・・７
(2) 人口の現状と 将来推 計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・８
(3) 今後の財政見 通し・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・10
(4) 組織・職員の 状況・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・11
(5) 公共施設の状 況・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・11
３．新たな取組の 必要性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・12

第２章 大綱の目 標と 柱
１．大綱の概要・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・13
(1) 策定趣旨・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・13
(2) 位置付け・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・13
(3) 計画期間・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・14
(4) 基本目標・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・14
２．大綱の体系・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・15
３．大綱の柱（重 点的取 組事項）

・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・16

第３章 改革に向 けて の取組
１．簡素で効率的 な執行 体制の確立・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・18
(1) 組織体制の最 適化・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・18
(2) 職員配置の最 適化・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・18
(3) 職員の資質向 上・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・19
２．市有財産のマ ネジメ ントの推進・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・20
(1) 戦略的かつ適 正な公 有財産の管理と活用・・・・・・・・・・・・ ・・・20

(2) 市有財産の有 効活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・20
３．健全で強固な 財政基 盤の確立・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・21
(1) 積極的な財源 の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・21
(2) 歳出の抑制・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・21
(3) 財政の健全性 と透明 性の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・22
４．持続可能で効 率的な 行政サービスの提供・・・・・・・・・・・・ ・・・・23
(1) 事務事業の最 適化・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・23
(2) 効率的・効果 的な行 政サービスの提供・・・・・・・・・・・・・ ・・・23
(3) スマート自治 体推進 への取組・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・24
(4) 公民連携（Ｐ ＰＰ） の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・24

第４章 実効ある改革に向けて
１．行財政改革プ ランの 策定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・25
２．行財政改革の 推進体 制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・26
(1) 行政改革推進 本部の 役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・26
(2) 行政改革推進 研究会 の役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・26
(3) 担当課の役割 ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・26
(4) 行政改革審議 会の役 割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・26
(5) 進捗状況の公 表・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・26

補足
※下線部分は、用 語解説 の対象としています。

第１章 行財政改革の必要性
１．これまでの行財政改革の取組と成果
（1）行政改革の取組と成果
第１次行政改革大 綱・第 ２次行財政改革大綱
本市では平成 17(2005)年度か ら 21(2009)年度までは第１次行政改革 大綱、平成
22(2010)年度から 26(2014)年度までは第２次行財政改 革大 綱を策定し、取り組んで
まいりました。そ の主な 内容は次のとおりです。

計画名及び基本目標
「第１次行政改革大綱」

実施期間

基本方針

平成１７年度～
平成２１年度

・コスト意識や経営感覚を取り
入れた行政運営の確立
・意欲あふれる職場の醸成
・便利で分かりやすいサービス
の提供
・市民との協働による行政運営
の推進

時代の変化に対応した新た
な行政システムの構築

主な取組と成果
４２項目５２件の実施計画
・受益者負担の適正化
・市有財産の有効活用
・広告料収入の検討
・定員適正化の推進
・給与の適正化
・補助金等の見直し
・外部委託の推進
・５２件中４９件について当初目標を
達成
・財政効果４２億９，９８９万円
・職員削減数１９２人（５年間累計）

「第２次行財政改革大綱」
バリューアップ「周南」～価
値を高める改革の推進

平成２２年度～
平成２６年度

・財政改革
・行政改革

４４項目６１件の実施計画
・未利用財産の売却等
・有料広告による収入の確保
２つの改革の柱で策定し、より ・徴収率の向上
実効性の高い改革に取り組む ・受益者負担の適正化
・特別会計等の経営の健全化
・定員適正化の推進
・時間差勤務制度の導入
・選択と集中による事業見直し
・６１件中２７件について計画通りに
実施
・財政効果５６億２，００３万円
・職員削減数７０人（ ５年間累計）

本 市 に お け る 定 員 管 理 は 、 第 １ 次 定 員 適 正 化 計 画 （ 平 成 17(2005) 年 度 か ら
21(2009)年度）と 第２次 定員適正化計画（平成 22(2010)年度から 26(2014)年度）
の実施により、定 員適正 化に向けた取組を進めました。
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第３次行財政改革 大綱

【目標と構成】

基本目標

「自立したま ちづくり」を実現するための行財政改革のさらなる推 進

５つの大綱の柱と 14 の主要な施策と具体 的な 56 の取組で構成

≪大綱の柱≫


健全財政の推進



公共施設等のマネジメントの推進



執行体制の最適化の推進



効率的な事務事業の推進



市民との共創共生の推進

平成 27(2015)年度からはそれまで財政改革に特化して 取り 組んできた「健全財政
推進計画」を 包含した計画として策定し た第３次行財政改革大綱 は、これまでの取
組をさらに深 化・充実させるとともに、 国の合併支援措置の終了 をはじめ、公共施
設の老朽化や 超高齢化の進展等の新たな 課題に適切に対処するた め、歳入・歳出全
般にわたる抜 本的見直しや、真に必要な 事業への「選択」と「集 中」を進めること
により、必要 な市民サービスが継続して 提供できる行財政基盤を 確立することを目
標としています。
平成 27(2015)年度から令和元 (2019)年度までの５年間を 「合併後のまちづくり」
から「自立し たまちづくり」への転換期 と位置付け、市民との共 創共生を進める中
で、「第２次周南市まちづく り総合計画」（以下「まちづくり総合 計画」とする）に
掲げる将来の 都市像「人・自然・産業が 織りなす

未来につなげ る

安心自立都市

周南」の実現に向 けて積 極的に取組を進めているところです。

【取組の効果】
個別行動計画 56 項目の全てについて実施 し、各項目に設定された指標の うち、そ
の目標達成率が 80％以上となった指標は８割を超えま した 。また、平成 27(2015)年
度から 30(2018)年度までの４年間で約 62 億円の財政的な効果を生み出しまし た。
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【個別行動計画の 主な財 政効果】
年度

（単位：千円）

Ｈ27

Ｈ28

Ｈ29

Ｈ30

Ｈ27～Ｈ30計

歳入の確保によるもの
市有財産の有効活用

211,351

487,434

186,573

411,141

1,296,499

戦略的なまちづくりの推進に
よる収入の確保

233,200

440,964

237,908

259,803

1,171,875

事業実施のための財源の確保

153,199

23,309

43,122

108,911

328,541

収納率の向上、受益者負担の
適正化

217,477

398,110

201,064

124,449

941,100

計

815,227

1,349,817

668,667

904,304

3,738,015

151,843

426,167

464,928

769,395

1,812,333

24,597

24,692

158,292

219,178

426,759

116,986

111,583

97

703

229,369

民間活力の活用

1,330

0

0

783

2,113

計

294,756

562,442

623,317

990,059

2,470,574

1,109,983

1,912,259

1,291,984

1,894,363

6,208,589

歳出の削減によるもの
特別会計等の経営の健全化
公共施設の老朽化への適切な
対応
事務事業の見直し

合計

定員管理について は、平成 27(2015)年４月に、
「職員配置適正化方 針」を策定し、
職員数の抑制を図 りなが ら定員の適正化に取り組みました。

【定員適正化の取 組によ る職員数の推移】

各年 4 月 1 日現在（人）

年度

Ｈ 15
合併時

Ｈ 27

Ｈ 28

Ｈ 29

Ｈ 30

Ｒ元

合計

職員数

1,720

1,371

1,363

1,366

1,377

1,342

―

△8

3

11

△ 35

△ 378

減員数

△ 349

（2）財政改革の取組
財政改革について は、平成 17(2005)年度から 21(2009)年度までは、
「周南市財政
健全化計画」、第２次大綱の計画期間であ る平成 22(2010)年度から 26(2014)年度ま
では、財政改 革に特化した「周南市健全 財政推進計画」を別に策 定し、行財政改革
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大綱との両輪で行 財政改 革に取り組んでまいりました。主な内容は次のとおりです 。

【財政健全化計画 ・健全 財政推進計画の主な内容】
計画名及び実施期間
「 財政健全化計画」
平成１７年度～２１年度

基本目標

主な取組

・都市規模に見合った行財政運営

・内部管理経費の削減

・周南市まちづくり総合計画に基づく投資的
（職員定数削減、給与等の見直しなど）
事業の確保
・積極的な財源確保
・経常経費の徹底した削減
(使用料･手数料の改定、遊休資産の活
用など）
・行政評価システムの活用による事務事業
等の見直し
○数値目標の設定と達成状況
財政指標等

目標値

実績値

経常収支比率

85％以下

93.7%

起債制限比率

11.2％以下

8.6%

年度末財政調整基金残高

20億円以上

10.4億円

年度末起債残高

「 健全財政推進計画」
平成２２年度～２６年度

700億円以下

625.9億円

※（ ）は合併特例債を除く。

（510億円以下）

(473.5億円）

・都市規模に見合った行財政運営

・市税等収入の確保

・投資的経費の確保と経常経費の徹底した ・使用料・手数料等の適正な受益者負担の
削減
推進
・必要な財源の６０％以上を内部管理経費
・職員定数の適正化、職員給与等の見直し
等から捻出
・公共施設の廃止や統合の実施
・民間活力の積極的な導入
・行政評価システムを活用した事務事業の
再構築
○数値目標の設定と達成状況
財政指標等

目標値

実績値

実質公債費比率

12.9％以下

8.6%

将来負担比率

120.0％以下

88.9%

財政調整基金等基金残高

25億円以上

64.8億円

年度末起債残高

850億円以下

858.8億円

250億円以下

280.2億円

（合併特例債及び臨時財政対策債を含む。）

年度末起債残高
（合併特例債及び臨時財政対策債を除く。）

なお、第３次 行財政改革大綱では、行政 改革と財政改革が緊密な 関連をもつ必要
があることから、
「行財政改革大綱」に「健 全財政推進計画」を包含した計画として
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策定いたしました 。
大綱の柱である５ つの重 点的取組事項の一つとして、
「健全財政の推進」を掲げる
とともに、大 綱の目標の実現に向けて、 改革の具体的な目標や取 組内容を示す「推
進計画」を策 定し、計画期間における単 年度ごとの進捗状況や達 成度を示していま
す。

【第３次行財政改 革大綱 における財政の健全化に向けた取組】

大綱の柱

主要な施策
積極的な財源の確保
増加する歳出の抑制
まちづくり総合計画の着実な推進

健全財政の推進

適正な市債の発行・管理
特別会計及び企業会計の経営健全化
新地方公会計制度への対応と活用
健全財政推進に向けた財政指標等

推進計画は、 財政計画と個別行動計画で 構成され、財政計画は計 画期間５年間の
財政収支見通 しや現状での財源不足額の 解消に向けて、数値目標 となる財政指標等
を４つ設定してい ます。
平成 30(2018)年度末の実績値 は以下の通りで、おおむね 達成している状況です。

【数値目標の設定 と達成 状況】
財政指標等

目標値

30 年度末 実績値

実質公債費比率

11.0％以下

8.1％

将来負担比率

110.0％以下

90.3％

財政調整基金及び 減債基 金の
年度末残高

40 億円 以上

44.5 億円

400 億円以下

363.2 億円

年度末市債残高
※ 臨時 財 政対 策 債 及び 合 併 特 例債 の
普 通交 付 税措 置 額 を考 慮
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この第３次行 財政改革大綱の取組を行う とともに、財政の健全化 に努める中で、
大型建設事業 の集中や地方交付税の合併 算定替えの影響などによ る財源不足に対応
するため、平成 29(2017)年度当 初予算では財政調整基金を約 29 億４千万円取り崩
して対応したとこ ろです 。
財政調整基金の残 高が激 減する中で、平成 30(2018)年度 以降 も、人口減少に伴う
市税や合併優 遇措置の終了等に伴う地方 交付税など歳入の減少、 公債費や公共施設
等の老朽化対 策に要する経費の増加など により発生した多額の財 源不足を補うため
に厳しい財政運営 を強い られる見込みとなったことから、平成 29(2017)年度に緊急
的・抜本的・ 具体的な対策を行う「周南 市緊急財政対策」を策定 し、取組を進めて
います。
この対策は、 第３次行財政改革大綱の財 政計画に示す財源不足額 を、予算編成に
おいて解消す るための具体的な取組を定 めるもので、その内容は 、個別行動計画の
取組を深化・拡充 したも のです。

【緊急財政対策の 取組】
≪目標と対策期間 ≫
◇目標
「当初予算におい て財政 調整基金に頼らない財政構造の構築
～５年後を目途に財政調整基金繰入金を ゼロに する～」
◇対策期間
平成 29(2017)年度から令和３(2021)年度の５年間
（平成 30(2018)年度当初予算から令和４(2022)年度当 初予算）

≪財源確保に向け た主な 取組内容≫
○ 個別行動計画の取組を深化・拡充した 歳入確 保・歳出抑制対策
○ 市債借入限度額の設定
「対策期間、５年 間の市 債借入額の上限を 150 億円とする」
※合併特 例債 、臨 時財 政 対 策 債、緊急 防災 減災 事 業債、過 疎債 及び 辺地 債並び
に転貸債 な ど 償 還 元 金全 額 の 財源 に特 定財 源 が 見込ま れるもの は 除く 。
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２．本市の行政経営を取り巻く現状と課題
（1）周南市市民アンケートによる現状分析
本市では平成 27(2015)年度から 10 年間を計画期間とするまちづくり総合計 画を
策定し、計画 的なまちづくりに取り組ん でいますが、このうち５ 年間を計画期間と
する前期基本 計画が令和元(2019)年度で 終了するため、現在、令和２ (2020)年度か
ら５年間の計画と なる後 期基本計画の策定を進めているところです。
後期基本計画 策定に向けた基礎資料とする ため 、市内在住 18 歳以上の人か ら無
作為に選んだ 3,000 人を対象に市民のニーズや満足度、市 政に関する考えをお伺い
するアンケート調 査を実 施し、1,306 件の回答がありました。
アンケート結果に よると 、今後のまちづくりにおける重要度 の高さにおいて、
「行
財政改革の推進」 は 40 項目中 14 位で、行財政改革への 市民の意識は比較的高いと
考えられます。
一方で、市の取組 40 項目中、
「行財政改革の取組」に対する満足度は 31 位で、前
回、平成 25(2013)年調査の 32 位と比べて、ほぼ横ばいとなっています。
回答の内訳をみる と、
「満足」・
「まあ満足」の合計は依然とし て「不満 」
・
「や や不
満」の合 計割合を下回り、
「どちらともいえない」と考える 人が大幅に増加している
ことから、さ らなる行財政改革に徹底し て取り組み、成果を示す ことで満足度の向
上を目指していく 必要が あります。

【行財政改革の取 組に対 する満足度】
ど ちら と も
区分

満足

ま あ満 足

や や不 満

不満

無 回答
い えな い

平 成 30 年

1.6%

9.7%

8.6%

5.0%

64.8%

10.3%

平 成 25 年

1.9％

21.9％

24.6％

15.4％

23.2％

13.0％

平 成 20 年

1.6％

13.4％

21.8％

15.7％

33.8％

13.7％

資 料 ： 周 南 市 市 民 ア ン ケ ー ト 調 査 （ 平 成 20、 25、 30 年 度 実 施 ）

なお、今後の行財政改革において重点的に取り組む べき事項については、｢公共施
設の見直し」 を選択した人の割合（30.6％）が最も高く、次いで 「財政健全化への
取組」(27.9%)、「 職員の 資質の向上」(24.7%)と なっています。
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【今後の行財政改 革にお いて重点的に取り組むべき事項】

0

10

20

30

30.6

公共施設の見直し

27.9

財政健全化への取組

24.7

職員の資質の向上

18.8

窓口サービスの向上
未利用財産の売却（土地・建物）

17.5

職員数の適正化

17.2

民間活力の導入・外部委託の推進

17.2

補助金等の見直し

16.2
14.1

情報公開制度の充実

13.0

職員給与の見直し

11.8

使用料・手数料等の受益者負担の適正化

8.7

組織・機構の見直し

6.6

市民参画や市民協働の推進

N=1,306

4.5

事務事業の見直し
その他

40 %

1.9
9.3

無回答

資 料 ： 周 南 市 市 民 ア ン ケ ー ト 調 査 （ 平 成 30 年 度 実 施 ）

（2）人口の現状と将来推計
国勢調査によると 、本市 の人口は昭和 60(1985)年の 167,302 人をピークに減少が
続いており、平成 27(2015)年の人口は 144,842 人とな って います。
人口を年齢三区分 別でみ ると、15 歳未満（ 年少人口）の構成 比が減少する一方で、
65 歳以上（老年人口）の構成比が急激に上昇し、少子高齢 化が顕著になっています。
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【総人口の推移】
200,000人

166,318

167,302

164,594

161,562
157,383
152,387

149,487

150,000人

144,842

100,000人
S55

S60

H2

H7

H12

H17

H22

H27

(1980)

(1985)

(1990)

(1995)

(2000)

(2005)

(2010)

(2015)

資料：総務省「国勢調査」

【年齢三区分別人 口の推 移】
180千人
160千人
140千人

80.0%

16.0
66.3%

18.5
66.5%

22.3
67.8%

26.7

30.9

67.6%

65.9%

70.0%

34.9

39.3

63.4%

120千人
100千人

56.7%

110.3

111.3

111.6

80千人
60千人

24.1%

103.8

90.3

96.6

11.1%

82.1
30.7%

40千人
9.6%

109.3

22.4%
18.7%

20千人

44.5

60.4%

13.5%

40.1

37.5

30.8

S55
(1980)

S60
(1985)

H2
(1990)

16.5%

19.6%

15.8%

14.4%

26.3%

22.9%
13.7%

13.3%

60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%

12.6%

25.6

22.7

20.9

19.9

18.2

H7
(1995)

H12
(2000)

H17
(2005)

H22
(2010)

H27
(2015)

0千人

10.0%
0.0%

15歳未満

15～64歳

65歳以上

15歳未満比率

15～64歳比率

65歳以上比率

資料：総務省「国勢調査」
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また、平成 27(2015)年国 勢調査結果に基づいて、平成 30(2018)年３月に 国立社会保
障・人口問題研究所が公表した将来人口推計では、周南市の人口は令和 27(2045)年に
は 107,540 人にな ると予 想されています。
年齢三区分別の人 口につ いて、平成 27(2015)年と令和 27(2045)年を比べると、15
歳未満（年少人口）は約 6,000 人、65 歳以上（老年人口）は約 3,000 人減少し、15
～64 歳 （生産年齢人口）については、約 28,000 人減少すると推計されていま す。
人口の減少や少子 高齢化 の進展は、地 域経 済の縮小や労働力不足、生活サービスの
撤退、地域づ くりの担い手不足などを招 くことが予測されること から、将来を見据
えた持続可能な行 財政運 営を行う必要があります。

【人口の将来推計 】
180,000人
160,000人

80.0%

144,842

139,559

56.7%

54.8%

140,000人
120,000人

44,549
100,000人
80,000人

30.7%

46,575

33.4%

70.0%

133,549
54.4%

46,014
34.5%

127,208

120,605

54.4%

53.6%

44,366

43,255
35.9%

34.9%

113,910
51.2%

43,382

107,540
50.5%

60.0%

50.0%

41,708

38.1%

38.8%

40.0%

30.0%
60,000人

82,123

76,518

40,000人
20,000人

12.6%

11.8%

72,657

11.1%

69,140

64,607

10.8%

10.6%

58,372

54,261

10.7%

10.8%

18,170

16,466

14,878

13,702

12,743

12,156

11,571

H27
（2015）

R2
（2020）

R7
（2025）

R12
（2030）

R17
（2035)

R22
（2040)

R27
（2045)

0人

15歳未満

15～64歳

65歳以上

15歳未満比率

15～64歳比率

65歳以上比率

資 料 ：「 日 本 の 将 来 推 計 人 口 」国 立 社 会 保 障 ・ 人 口 問 題 研 究 所

20.0%

10.0%

0.0%

※ H27(2015)年 は 国 勢 調 査 実 績 値 を 表 示

（3）今後の財政見通し
平成 15(2003)年４月の合併以降、一体感の醸成や均衡ある まちの発展を図るため、
合併による財 政上の優遇措置を最大限活 用し、合併後のまちの基 盤づくりを進めて
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きましたが、財政上 の優遇措置も平成 30(2018)年度で 終了し、これからは将来にわ
たり持続可能な自 立した まちとしての財政運営が必要となります。
今後は、税率 改正による法人市民税の減 少や、人口減少に伴う個 人市民税の減少
などの歳入減 が見込まれる中、歳出にお いては、少子高齢化の進 行による社会保障
費の増加、公 共施設の老朽化対策に要す る経費の増嵩、さらに近 年の異常気象によ
る突発的な災害へ の備え 等、必要な 財源を確保しておかなければならないことから 、
これまで以上に厳 しい財 政状況が見込まれます。

（4）組織・職員の状況
本 市 の 定 員 管 理 に つ い て は 、 職 員 配 置 適 正 化 方 針 （ 平 成 27(2015) 年 度 か ら
31(2019)年度 ）に基づき、計画的な職員採 用とともに、新たな行政需 要に対応する
職員の適正配 置により、持続的な行政経 営を推進できる効率的な 組織体制の確立を
目指し、定員適正 化に取 り組んでいます。
今後も、まち づくり総合計画の施策の着 実な実施を図るうえで、 職員の資質向上
に取り組むと ともに、多様化・複雑化す る市民ニーズに的確に対 応できる業務執行
体制を構築してい く必要 があります。
さらに、退職 予定者と新規採用とのバラ ンスによる組織の活力維 持にも十分留意
するとともに、会計年度任用職員 制度の開始や国の定年延長の動きに注視しながら 、
中長期的な視点か ら職員 の定員管理と組織体制整備が重要となります。

（5）公共施設の状況
本市は２市２ 町が合併して発足したため 、数多くの公共施設を抱 え、その多くが
昭和 40(1965)年代から 50(1975)年代にか けて整 備したものであり、既に大規模改修
や建替えの時 期を迎えています。しかし 、すべての施設を現状の まま更新していく
ことは財政的 に困難であり、公共施設の 老朽化問題への対応は本 市にとって喫緊の
課題となっていま す。
そのため、平成 27(2015)年８月 に「周南市公共施設再配置計 画」を策定し、身の
丈に合った施 設の保有総量の最適化を実 現させることを目的に、 取組を開始しまし
た。
これまでに、 施設のマネジメント及び再 配置計画の進行管理を行 う統括組織を設
置し、モデル 事業の実施や施設分類別計 画の策定、自主点検の制 度化などに積極的
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に取り組んでいま す。
しかし、再配 置計画を着実に進めていくた めに は、本市における公共施設老 朽化
の現状や市が進め る取組 などについて、市民に理解していただくことが必要であり 、
これまで啓発 用マンガの全戸配布や市広 報への掲載、地域に出向 いての説明会など
情報発信に努 めてきましたが、今後も継 続して広く市民にわかり やすく伝えていく
ことが課題の一つ となっ ています。

３．新たな取組の必要性
第３次行財政改革 大綱に おいては「『自立したまちづくり』を実現するための行財
政改革のさら なる推進」を基本目標に据 え、５つの大綱の柱を掲 げるとともに、14
の主要な施策を構 成する 56 の個別行動計画 に取 り組み、着 実に成果を上げてきてい
ます。
しかしながら、公共施設の老朽化への対応、さらに、新たな課題として 、2040 年
問題や、会計 年度任用職員制度の開始な ど、本市を取り巻く環境 は第３次行財政改
革大綱策定時 の想定よりも速い速度で変 化しています。それに対 応するためには、
強固な財政基 盤の確立と必要な市民サー ビスを将来にわたり継続 して提供可能な体
制づくりが求めら れます 。
そのためには、ＡＩやＲＰＡを はじめとする先進的なＩＣＴを有効に活用する「ス
マート自治体 」への転換を進め、定型的 な作業の自動化や徹底的 な業務改善などの
改革に取り組 む必要があります。また、 業務効率化によって得ら れる行政資源を必
要な事業に最 適に配分し、最少の経費で 最大の効果をあげられる よう集中して投資
していく取組が必 要とな ります。
これまで本市 が取り組んできた行財政改 革の成果を生かし、今後 も継続して「自
立したまちづくり 」の確立に取り組むために、新たな行財 政改革大綱を策定します。
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第２章 大綱の目標と柱
１．大綱の概要
（1）策定趣旨
本大綱は本市の最 上位計画であるまちづくり総合計画 後期基本計画に掲げる施策
の確実な実施 に向けて、本市の所有する 行政資源の最適配分と、 それぞれの資源の
連携・連動により 、最少 の経費で最大の効果をあげることを目標として います。
市民が安心して生 活できるまちを実現するために、職 員一人ひとりが「自治体経
営」の視点を 持って多様化する行政課題 に対応し、持続的で安定 した行財政運営を
確立します。

（2）位置付け
本大綱はまち づくり総合計画後期基本計 画を下支えし、計画を構 成する施策の着
実な推進を目指し ます。
第３次行財政 改革大綱では健全財政推進 計画を行財政改革大綱に 包含して策定い
たしましたが 、本大綱においても同様の 構成を引き継ぎ、行政改 革と財政改革の両
方に取り組みます 。
なお、平成 29(2017)年度より５年間の取組として進めてい る周南市緊急財政対策
は、取組開始 以降の制度改正等による新 たな課題にも対応してい く必要が生じてい
ることから、本大 綱に吸 収・統合し令和６(2024)年度まで進捗管理 を行 います。

13

（3）計画期間
令和２(2020)年度 から６ (2024)年度までの５年間とします。

（4）基本目標
自治体経営の視点に立った持続可能な「自立したまちづくり」の確立

まちづくり総 合計画に掲げる施策の確実 な進捗を図り、本市の抱 える多くの課題
の解決に重点 的に取り組むためには、本 市の所有する限りある行 政資源「ひと・も
の・かね・情報」 を必要 な事業に最適配分し、有効活用することが重要 です。
また、将来に わたって市民に安心して本 市で生活していただくた めに、業務改善
を常に図りつつ、歳入・歳出を抜本的に見直し、財政的に も「自立したまちづくり」
を確立しなければ なりま せん。
そのためには 、行政が担うべき事業の必 要性、有効性、効率性、 優先度等を総合
的に判断し、 市民にとって真に有益で効 果的な事業に集中して行 政資源の投入を行
う必要があります 。
こうした行政 資源を有効活用する仕組み に加え、さらに事業同士 の連携・連動な
ど、効率・効 果的なマネジメントを深化 ・拡充させる「自治体経 営」の視点を職員
一人ひとりが持ち 、実践 することがこれまで以上に重要となります。
自治体経営の 視点による行財政改革に全 職員で取り組むことで、 真に必要な行政
サービスを将 来にわたって安定して提供 できる持続可能な「自立 したまちづくり」
の確立を目指しま す。

第４次周南市行財政改革大綱

基本目標

持続可能な
「自立したまちづくり」の確立
自治体経営の視点による
マネジメントの深化
行政資源の
適正配分
「自立したまちづ
くり」 を実現するため
自治体経営の視点に立った持続可能な「自立したまちづくり」の確立
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２．大綱の体系
本市を取り巻 く課題等を解決し、先に掲 げた基本目標を達成する ために４つの大
綱の柱を定め、達 成する ための手段である１２の施策について、以下に 示します。
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３．大綱の柱（重点的取組事項）
１. 簡素で効率的な執行体制の確立
多様化する市 民ニーズや行政課題に対応 するため、簡素で効率的 な市民にわかり
やすい組織体制を 基本に 、従来の縦割行政の弊害を排除し 、連携により横断的かつ、
柔軟で機動性の高 い業務 執行体制を構築します。
また、総職 員数・総人件費の抑制を図 りつつ、事務事業の見直 し、民間委託の推
進、組織体制 の見直し、多様な任用形態 の活用等により、組織体 制と職員配置の最
適化を図ります。
さらに、ま ちづくり総合計画の施策の 実現に向けた着実な進捗 を図るうえで、職
員一人ひとり の資質向上に取り組むとと もに、働き方改革の推進 により効率的な業
務執行体制の 確立や、ワーク・ライフ・ バランスの実現と労働環 境の整備に取り組
みます。

２. 市有財産のマネジメントの推進
本市は、公共施設の老朽化問題への対応として、
「公共施 設等のマネジメントの推
進」を第３次 大綱において初めて大綱の 柱の１つとして位置付け 、課題解決に向け
て様々な施策を推 進して まいりました。
公共施設のマ ネジメントは中長期的な視 点で必要な取組であるこ とから、本大綱
においても改革の 柱の１ つに掲げ、取組を加速させてまいります。
今後、本市の 財政状況が厳しくなること が予測される中、すべて の施設を現状の
まま維持・更新して いくことは困難であることから、平成 27(2015)年８月に策定し
た周南市公共 施設再配置計画に定める４ つのアクションプラン（ 施設分類別計画、
地域別計画、 長期修繕計画、長寿命化計 画）を着実に進めること で、施設の総量抑
制を図り、将来に わたり 持続可能な市民サービスの提供を目指します。

３. 健全で強固な財政基盤の確立
国の合併支 援措置の終了等に伴い一般 財源が減少する一方、人 口減少や少子高齢
化の進行に対 応していくための経費の増 大が見込まれ、将来にわ たり必要な行政サ
ービスを提供 していくための財政基盤の 確立に向け、さらに健全 財政を推進する必
要があります。
「歳入に見合 った歳出」を基本方針とし 、財政基盤の根幹となる 歳入は、市税等
の公正かつ適 切な収納に努めるとともに 、受益者負担の適正化な どによる財源確保
の充実・強化を図 り、安 定した自主財源の確保に取り組みます。
限られた財源 を市民にとって緊急性や必 要性の高い事業に重点配 分するため、事
務事業の最適 化に取り組み、最少の経費 で最大の効果があがるよ う、計画的かつ持
続可能な健全財政 を推進 します。
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また、地方公 会計制度を活用した行財政 マネジメントに取り組み 、財務書類や財
政指標等を公表し 、行財 政状況の透明性の確保を図ります。

４. 持続可能で効率的な行政サービスの提供
第４次行財政 改革大綱では本市の所有す る「ひと・もの・かね」 で構成する行政
資源のうち、 インフラ施設や設備等を含 めた市有財産のハード部 分を「もの」と位
置付けるとと もに、ＩＣＴの利活用や業 務改善、事務効率の向上 、市民サービスの
向上に繋がる 「しくみ」に当たるソフト 部分を「情報」と分類し 、４つ目の行政資
源として位置付け ました 。
今回、公共施 設等のハード部分である「 もの」とソフト部分にあ たる「情報」を
それぞれ独立 した行政資源として明確に 位置付けることで、限り ある行政資源をよ
り効率的で効果的 に活用 できるよう適正な資源配分を行い、
「情報」を活用したスマ
ート自治体の実現 に向け た取組を推進します。
また、ＰＦＩ や指定管理者制度などの公 民連携の促進についても 、これまで取り
組んできたしくみ を生か し、改善を加えながら継続して取り組みます。
適正な資源配分が なされ た事務事業の実施にあたっては、行政が担うべき必要性 、
有効性、効率 性、優先度等を総合的に判 断し、市民にとって真に 有益で効果的な事
業に集中して 行政資源の投入を実施する ことで、持続可能な行政 サービスの提供を
行ってまいります 。
今後も複雑化 する行政需要と多様化する 市民ニーズに的確、迅速 に対応し、市民
生活に必要な 行政サービスを将来にわた って持続的に提供できる しくみづくりにつ
いて重点的に取り 組みま す。
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第３章 改革に向けての取組

１. 簡素で効率的な執行体制の確立
（1）組織体制の最適化
①

新たなまちづ くりに 対応した組織体制の確立
本市のまちづくり総合計 画は後期基本計画が令和２(2020)年度からスタ ートし

たことから、新た なまち づくりに向け、市民ニーズの変化や緊急課題に 的確・迅
速に対応するため の柔軟 で機動的な組織体制を確立します。また、庁内 横断的な
プロジェクトチー ム等の 組織体制を効果的に活用して、組織の柔軟性・ 機動性の
向上を図ります。

②

組織と職制の 最適化
簡素で効率的、機 能的な 組織体制を構築する観点から、関連業務、重複 業務の

整理・集約を行い 、組織 の最適化を図ります。また、迅速な意思決定に より組織
として最大限の力 を発揮 できるよう、役職者構成の最適化を図ります。
さらに、役職者構 成が業 務内容や課題、そして、職務・職責に応じた最 適なも
のとなるよう職制 の見直 しを行い、最適な組織運営に取り組みます。

③

給与制度等の 適正化 の推進
職員の給与につい ては、 国・県・他市の状況や民間の給与水準との均衡 を図る

とともに、適正な 給与水 準となるよう継続的に制度・運用の見直しに取 り組みま
す。

（2）職員配置の最適化
①

定員管理の適 正化
効率的・効果的な 行政運 営に取り組み、合わせて総人件費の抑制を図る ため、

再任用職員や会計 年度任 用職員等の多様な任用形態を活用し、定員の適 正管理に
取り組みます。

②

人員配置の適 正化
多様な市民ニーズ に適正 に対応していく中で、事務事業の見直し、民間 委託の

推進、組織の見直 し等に より、総職員数の抑制に努め、適正な職員配置 を行いま
す。また、個々の 職員の 能力が十分に発揮できる適材適所の人員配置に 取り組み
ます。
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（3）職員の資質向上
①

人材育成の強 化
まちづくり総合計 画の着 実な進捗を図るうえで、職員には市民感覚・市 民目線

に立って課題を発 見し解 決する政策形成能力や高度な業務遂行能力とと もに高い
倫理観と使命感が 求めら れています。
本市では、「周南市人材育成基本方針」に 基づき 、「採用」「能力開発」「 評価」
「処遇」「異動・配置」「 職場環境」の６つの取組を連動させたトータル 人事シス
テムの運用により 、効果 的かつ計画的な人材育成に取り組み、職員の資 質の向上
に努めます。

②

人事評価制度 の活用
組織の活性化や業 務の能 率の向上を図るためには、職員の能力及び業績 を適切

に把握し、能力開 発や適 材適所の登用・配置、そして処遇などの人事管 理に的確
に反映することが 重要で あり、これまでの人事評価の結果を十分に検証 し、さら
に活用する取組を 進めま す。

③

職員提案制度 の活性 化
職員提案制度を積 極的に 活用し、職員からの提案や改善報告を市政に反 映させ

ることで市民サー ビスの 向上及び効率的な行政運営を進めるとともに、 自己啓発
と改善意識の醸成 による 職員の資質向上と組織の活性化を図ります。ま た、より
効果的な運用を目 指し、 制度の改善にも取り組みます。

④

ワーク・ライ フ・バ ランスの実現と労働環境の整備
ＩＣＴを活用した 効率的 な業務執行により、時間外勤務の縮減、休暇が 積極的

に取得できる職場 環境づ くりの推進を図り、職員が仕事と育児、介護、 趣味、地
域活動等の仕事以 外の生 活との両立を推進します。また、職員の健康管 理と働き
やすく働きがいの ある労 働環境を働き方改革の推進により整備します。

⑤

コンプライア ンス・ 公務員倫理の徹底
公務員は、その身 分を地 方公務員法等で厚く保障され、高い職業倫理が 求めら

れます。
職員は、職務の特 質性で ある「公益性」「公 平・ 中立性」「公正性 」「独占性」
「権力性」を強く 意識し 、法令遵守による適正な業務処理の徹底と倫理 意識の向
上により、市民の 期待に 応える信頼性の高い市政運営に取り組みます。
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２. 市有財産のマネジメントの推進
（1）戦略的かつ適正な公有財産の管理と活用
①

公共施設の 効果的 運用
人口減少と人口構成の推 移が、行政サービスに対する市民ニーズの質と 量に変

化をもたらすこと から、 的確な人口動態予測と、利用状況や将来的な需 要など客
観的な検証に基づ き、既 存公共施設に対する適合性を総点検し、必要に 応じて統
廃合や複合化、多 目的化 を進め、廃止を含む公共施設の集約化と縮減を 図りま
す。

②

管理運営経費 の効率 化
既存公共施設にお いて提 供されるサービスの内容、規模や形態を考慮し 、最も

適した管理運営方 法を導 入します。また、類似施設に係る指定管理の一 元化や業
務委託の一括発注 などに より可能な限り契約を集約し、管理運営経費の 効率化を
推進します。

③

公共施設の長 寿命化
将来にわたって持 続可能 な行政サービスを維持するため、長期的な視点 を持っ

て公共施設の長寿 命化及 びインフラ施設の更新や修繕などを計画的に行 うことに
より、財政負担を 軽減・ 平準化し、利用者の安心・安全を確保します。

④

公共施設マネ ジメン トに係る財源の確保
公共施設の更新及 び長寿 命化や予防保全を一元的マネジメントにより進 めるた

めの費用負担を平 準化す ることや、将来生じる修繕・更新費用の不足に 備え、基
金の創設を検討し ます。

（2）市有財産の有効活用
①

財産運用の推 進
市が所有する未利 用の土 地や建物等の遊休資産については、積極的に売 却や貸

付に努め、自主財 源の確 保を図ります。

②

有料広告の推 進
市が所有する財産 や発行 する印刷物等を経営資源として捉え、可能な限 り有

料広告を導入し、 自主財 源の確保を図ります。
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３. 健全で強固な財政基盤の確立
（1）積極的な財源の確保
①

収納率の向上
自主財源の大部分 を占め る市税については、口座振替制度の加入促進を はじ

め、コンビニ窓口 収納や スマートフォン等を利用した公金決済サービス など、納
税者がこれまで以 上に納 付しやすい環境の整備を進めてきましたが、更 に研究を
進め、納税者の利 便性の 向上に努めるとともに、滞納処分の強化にも取 り組み、
着実な収納率の向 上を図 ります。

②

受益者負担の 適正化
受益者負担については、 その対価相当額となる使用料や手数料の算定根 拠に、

施設の維持費やサ ービス を提供するためのコスト等を適切に反映させて いるか定
期的に検証し、適 正化を 図ります。
また、各施設における使 用料等の減免適用状況等を踏まえ、必要に応じ て減免
基準を見直します 。

③

事業実施のた めの財 源の確保
事業の実施にあた っては 、国県等の補助制度を積極的に活用することに より、

財源の確保に努め ます。
また、緊急時に備 えるた めの財政調整基金や減債基金の一定額の確保に 努める
とともに、保有す る基金 を有効に活用し、自立したまちづくりを進めま す。

④

債権の適正管 理
安定的な財源確保 に資す るため、市税や使用料・手数料等、市が保有す る債権

の未収状況を把握 し、債 権管理条例等に基づき、公債権のみならず私債 権につい
ても公正かつ適正 に管理 します。

（2）歳出の抑制
①

維持管理経費 の削減
公共施設老朽化の 進行が 今後も大きな課題となりますが、公共施設再配 置計画

に基づき、施設の 総量抑 制や長寿命化などを進め、施設維持管理経費の 削減を図
ります。

②

事務事業の見 直しに よる経費の削減
行政評価を活用し た事務 事業の見直しや、各担当部署での工夫などによ り、事

業に係る経費の削 減を図 ります。
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また、外部委託や ＰＦＩ 事業など、公民連携を推進することで、事務事 業の効
率化を図ります。

③

市債発行額の 抑制等
事業実施の財源を 市債に 頼りすぎると公債費が増嵩し、財政運営を硬直 化させ

る大きな要因とな ります 。
今後の公債費の動 向を見 据え、市債発行額の上限を設定し、公債費を抑 制する
とともに、新規発 行市債 の償還期間を見直すことで、公債費の平準化を 図りま
す。

④

人件費の抑制
組織や人員体制、 業務内 容を積極的に見直し、再任用職員の適正な配置 や、Ｉ

ＣＴの利活用など により 働き方改革にも対応するとともに、人件費の抑 制を図り
ます。

⑤

補助金等の見 直し
補助金や交付金に ついて は、対象事業の実績からその効果を検証し、目 的の達

成度合に応じた見 直しを 行うとともに、サンセット方式の徹底を図りま す。

（3）財政の健全性と透明性の確保
①

財政の健全性 の堅持
国の経済予測等により中 期的な財政収支見通しを試算して予算編成等に 活用

するなど、計画的 な財政 運営に努めるとともに、健全財政推進に向けた 財政指標
等による目標設定 を行い 、その進捗管理を行います。

②

地方公会計制 度の活 用
財政の効率化・適正化を 図ることを目的に導入した地方公会計制度によ り、

新たな視点からの 財務分 析を行い、使用料等の見直しや公共施設の老朽 化に対応
していくための行 財政マ ネジメントに活用します。
また、作成した財 務書類 は、市民に分かりやすく提供することで、行財 政状況
の透明性を確保す るとと もに、市民との共通認識を図ります。

③

特別会計等の 経営健 全化
特別会計や公営企 業会計 の経営改善を進め、財政基盤の強化を行うこと で、一

般会計からの繰出 金の減 額を図ります。また、外郭団体については団体 の自主性
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を尊重しながら事 業運営 の効率化を推進するとともに、自立性の強化を 促すこと
で補助金や委託料 の適正 化を図ります。

４. 持続可能で効率的な行政サービスの提供
（1）事務事業の最適化
①

行政評価の活 用によ る事務事業のスクラップアンドビルドの促進
限りある行政資源 の効率 的、効果的な配分に向けて行政評価の情報を活 用し、

情報を分析、検証 するこ とで問題点・課題等を把握し、事務改善と市民 サービス
の向上に繋げます 。
また、効果が低い と認め られる事務事業は縮小や事業の統合などを検討 し、よ
り効果の高い事業 への選 択と集中による事務事業の最適化を進めます。

②

行政評価シス テムの 活用
行政評価システムについ ても実施計画や予算編成・執行管理システム等 と連動

し、行政評価の精 度を上 げていくなどの見直しを随時行い、これまで以 上に効果
的な行政評価シス テムの 運用に取り組みます。

③

内部事務の集 約化
市の内部事務について集 約して行う方が効率的・効果的な運用が可能と なる業

務については積極 的な事 務の集約化を検討します。

（2）効率的・効果的な行政サービスの提供
①

手数料等納入 方法の 多様化
市税の収納におい てはコ ンビニエンスストアでの納付が可能となるなど ＩＣＴ

の発達により様々 な決済 手段が確立され、利用者の利便性は向上してい ます。手
数料の納入におい ても、 費用対効果の面を十分に検討し、決済手段の多 様化に向
けて取り組みます 。

②

業務の標準 化
市の提供する行政 サービ スは、本庁に限らず支所等の出先機関において も共通

した手続きや手順 で同水 準の品質が保たれる必要があります。職員の経 験等に左
右されることなく 、一定 水準の行政サービスを迅速に提供するために業 務の標準
化・マニュアル化 に取り 組みます。

③

マイナンバー カード の普及及び活用
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マイナンバー制度 による 利便性向上のメリットを、多くの市民が享受で きるよ
うに、マイナンバ ーカー ドの普及促進に努めるとともに、適切なシステ ムの整備
と運用に努めます 。また 、マイナンバーカードを活用した電子申請（マ イナポー
タル等）の対象業 務拡大 に取組み、市民サービスの向上を図ります。

（3）スマート自治体推進への取組
①

ＩＣＴ利活用 による 業務の効率化
少子高齢化や行政 サービ スのニーズ拡大をはじめ多様な課題への対応が 求め

られる中、ＩＣＴ を活用 した業務の効率化を図る必要があります。
近年急速に進展し ている ＲＰＡなどをはじめとする先進技術は、コスト 削減
や業務改革にもつ ながる ことから、様々な業務でＩＣＴの利活用に取り 組み、定
型的な作業の自動 化や事 務の効率化を図ります。

②

ＩＣＴ利活用 による 市民サービスの向上
ＡＩやＩｏＴを活用した 新たなシステムの導入に取り組むとともに、行 政手続

きのオンライン申 請を推 進することにより、ＩＣＴを活用した市民の利 便性向上
に取り組みます。

（4）公民連携（ＰＰＰ）の促進
①

公民連携（Ｐ ＰＰ） の促進
人口減少社会にお いて限 られた行政資源を有効活用していくために、従 来の発

想に捉われず、あ らゆる 分野においてさらなる公民連携の可能性を模索 するとと
もに、民間委託が 可能な 業務について精査し、その妥当性や効果につい て調査・
研究を継続して行 います 。
今後も、ＰＦＩや 指定管 理者制度に限らず、公共施設等運営権制度（コ ンセッ
ション）や包括的 民間委 託など新たな公民連携の導入についても検討し 、良質で
持続可能な市民サ ービス の提供に努めます。
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第４章 実効ある改革に向けて
１．行財政改革プランの策定
本大綱の着実な実 施に向 けて「行財政改革プラン」を策定します。
行財政改革プラン は、本 大綱の柱を構成する施策を具体的に推進するた めの個別の
取組について、主 に市民 サービスの向上に向けた進捗管理を行い、目標 指標の修正や
新たな取組項目の 追加等 、ＰＤＣＡサイクルの中で必要に応じた見直し を行います。
これらの取組の効 果を行 財政改革の成果として示すとともに、各年度の 予算編成に
も反映させます。 また、 財政健全化の目安となる財政指標等の目標値達 成を目指して
財政改革に取り組 みます 。

第４次行財政改革大綱
行財政改革プラン
・施策を推進するための具体的な取組
・財政収支見通しの策定
・財政指標等の目標設定

目標設定

進捗管理
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成果の検証

２．行財政改革の推進体制
行財政改革を全庁 一丸と なって進めるため、これまで同様庁内組織であ る「行政改
革推進本部」、その下部組織 として「行政改革推進研究 会」を設置するとともに、庁外
組織として民間の 有識者 や公募市民等から構成する「行政改革審議会」を 設置します。

(1) 行政改革推進本部の役割
市長を本部長とし 、各部長等を本部員とする行政改革 推進本部は行財政改革大綱
を策定するととも に、各 部課の行財政改革の進捗状況を把握し、改革推 進のために
必要な総合調整や 指示等 を行います。

(2) 行政改革推進研究会の役割
行政改革推進研究 会は、行政改革推進本部が必要に応 じて設置し、行財政改革に
関する調査、研究 等を行 います。

(3) 担当課の役割
推進目標を掲げる 改革へ の取組は、各 事業を所管する担当課が中心となって進め、
推進計画の進捗状 況や効 果等を行政改革推進本部に報告します。

(4) 行政改革審議会の役割
周南市執行機関の 附属機関の設置に関する条例により 設置されている行政改革審
議会は、市長から行財政改革大綱 に関 する審議・審査・調査等に関 する諮問を受け、
市長に対して必要 な意見 ・助言等を答申します。

(5) 進捗状況の公表
行財政運営の透明 性を確保するため、本大綱の取組状 況について、市民にわかり
やすく情報公開し 、市民 との共通認識を図ります。
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【周南市行財政改革の推進体制図】

市民
市民参画

行政改革審議会

議会

パブリック
・コメント

答申

意見
情報提供
意見募集

諮問

意見

報告・説明

行政改革推進本部

市

本部長 ： 市長
副本部長 ： 副市長
本部員 ： 各部長等
【事務局】行財政改革推進担当課

指示

指示
調査・報告

調査・報告

行政改革推進研究会
担当課

会長：行財政改革推進担当部長
委員：関係課長
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