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ⅠⅠⅠⅠ    指針策定指針策定指針策定指針策定のののの背景背景背景背景    

市は、減量型行財政改革の限界を踏まえ、行財政の仕組み自体を改革し、社会経済環境の変

化に柔軟に対応できる簡素で効率的な行政運営を目指して、平成 13 年度に宝塚市行財政シス

テム改革マスタープランを策定し、事務事業評価システムの導入、市職員の定数削減、職員

給与の適正化や人件費の抑制等、様々な取組を行いました。 

また、平成 18 年度には宝塚市都市経営改革大綱を策定し、施策評価の導入、施策評価結果

に基づく予算編成などに取り組み、一定の成果を上げることができました。 

しかしながら、行政評価（施策評価、事務事業評価）に基づいた政策決定、政策決定に基づ

く予算編成・組織編制・人員配置などは、そのすべてがうまく機能しているとは言えません。

政策決定における市民参画も十分でなく、市民（自治会、まちづくり協議会、市民活動団体、

事業者、学校などを含む）と行政との協働の仕組みづくりについても途上にあります。 

一方、地方公共団体を取り巻く社会経済情勢は、本格的な人口減少社会の到来、少子高齢化

の進行、地球環境問題の深刻化、情報化の進展などにより、大きく変化しています。 

特に生産年齢人口の減少は、地域経済や地域コミュニティの活力低下など、市民生活全般に

大きな影響を及ぼすものと考えられます。他方、人々の社会貢献意識は、長期的に高まる傾

向にあり、従来の行政の枠を超えて幅広い公共の役割を多様な主体が担う動きが広がりつつ

あります。 

市税収入の大幅な回復が見込めない中で、こうした時代の変化に適応して公共サービスを維

持するため、これまでの行財政運営の仕組みをこれからの時代に相応しい行財政運営へ転換

することが求められています。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    指針指針指針指針のののの策定策定策定策定 

こうした状況を背景として、幅広い行政課題に的確に対応し、公共サービスを維持するため、

市民と行政が共に知恵を出し合い、自らの責任と判断で持続可能な行財政運営を推進してい

くことを基本として、「行財政運営に関する指針」を策定し、市民参画とさらなる協働の推

進、職員の意識改革と育成、行政マネジメントシステムの機能強化、機能的な執行体制の整

備、財政の健全化に取り組むこととし、もって平成 23年度からスタートする第５次宝塚市総

合計画の実現を目指します。 

なお、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、日本経済に極めて深刻な影響を及ぼ

しており、本市も厳しい財政運営を強いられることが予想されます。 

このため、本指針については、今後、社会経済情勢を踏まえながら、所要の見直しを行うこ

ととします。 
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ⅢⅢⅢⅢ    指針指針指針指針のののの体系体系体系体系    

  

≪基本方針≫ 

 

 

 

 

 

 

≪目指す方向性≫ ≪推進項目≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

１ 最適な公共サービスの追求 

２ 質の高い行政運営の推進 

３ 健全な財政運営の推進 

(1) 市民参画と協働による行財政運営の推進 

 

(2) 効果的で効率的な公共サービスの提供 

 

(3) 公的施設のあり方の検討及び市有財産の活用    

 

(4) 行政マネジメントシステムの機能強化 

(1) 職員力の向上 

 

(2) 機能的な組織づくり 

 

(3) 定員・給与の適正化 

 

(4)ＩＣＴ（情報通信技術）の活用及び環境への配慮 

(1) 財政健全化 

 

(2) 地方公営企業の経営健全化 

 

(3) 外郭団体等の経営健全化 

 

 

未来未来未来未来をををを開開開開くくくく自主的自主的自主的自主的、、、、自律的自律的自律的自律的なななな行政運営行政運営行政運営行政運営、、、、健全健全健全健全でででで持続可能持続可能持続可能持続可能なななな財政運営財政運営財政運営財政運営    

 

 

宝塚市行財政運営宝塚市行財政運営宝塚市行財政運営宝塚市行財政運営アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン    
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ⅣⅣⅣⅣ    推進期間推進期間推進期間推進期間    

平成 23 年度から平成 27年度までの５年間とします。 

 

ⅤⅤⅤⅤ    推進方法推進方法推進方法推進方法    

平成27年度までの５年間における基本的な取組項目は、「宝塚市行財政運営アクションプラ

ン」として別途取りまとめ、毎年度、具体的な実施内容の進捗状況や成果を検証し、進行管

理を行い、本指針に基づく取組を着実に推進します。 

取組結果は、市議会や市民に公表するとともに、都市経営会議での審議結果も踏まえ予算に

反映するなど、随時取組の見直しを行っていきます。 

    

ⅥⅥⅥⅥ    推進項目推進項目推進項目推進項目    

１１１１    最適最適最適最適なななな公共公共公共公共サービスサービスサービスサービスのののの追求追求追求追求    

市が持つ様々な資源を最適かつ効果的に配分、運用し、公共サービスの適切な水準を維持

するため、市民参画を推進するとともに、協働の仕組みを行財政運営に取り入れ、施策、事

業の選択やバランスに配慮し、市の特性を活かした最適な公共サービスを追求していきます。 

また、これまでの公共サービスを市の関与の必要性や優先度、社会情勢適合性、効率性、

公平性の視点から再点検します。 

  

 (1)(1)(1)(1)    市民参画市民参画市民参画市民参画とととと協働協働協働協働によるによるによるによる行財政運営行財政運営行財政運営行財政運営のののの推進推進推進推進    

「宝塚市情報の徹底公開に関する基本指針」に基づき、広報誌をはじめ、様々な情報媒

体を有効に活用し、わかりやすく効果的に情報発信し、市民との情報の共有を図ります。 

また、市民アンケート調査の実施や市民と行政との対話の機会を設け、市民ニーズの把

握、市民と行政との認識の共有を図るほか、行政評価に市民や知識経験者をはじめとする

行政外部の視点を取り入れます。 

協働による行財政運営を推進するため、「協働の指針」を策定し、市民と行政とが対等

の立場で、それぞれの役割や責任を認識し、その特性を活かした協働関係により、施策、

事業を展開します。 

 

(2)(2)(2)(2)    効果的効果的効果的効果的でででで効率的効率的効率的効率的なななな公共公共公共公共サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供    

公共サービス分野における民間活力の広がりや新しい公共の視点を踏まえながら、行政

の役割・責任を再確認し、行政資源を効果的、効率的に公共サービスに投入します。また、

職員一人ひとりの着実な事務改善の積重ねにより、質の高い公共サービスの提供を目指し

ます。 

    

(3)(3)(3)(3)    公的施設公的施設公的施設公的施設のありのありのありのあり方方方方のののの検討及検討及検討及検討及びびびび市有財産市有財産市有財産市有財産のののの活用活用活用活用  

市が保有する財産を有効に活用し、公的施設については、設置目的、利用状況を検証し、

市民が利用しやすい有効かつ効率的な施設運営を行います。 

そして、将来における必要性や費用対効果が見込めない施設については、存続、転用、

廃止等の具体的な検討を加えます。    
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(4)(4)(4)(4)    行政行政行政行政マネジメントシステムマネジメントシステムマネジメントシステムマネジメントシステムのののの機能強化機能強化機能強化機能強化    

効果的、効率的に施策を推進するため、現行の戦略計画策定プロセスを見直し、行政評

価を核として、戦略計画及び実施計画の策定過程において、事業の廃止、縮小、統合、拡

充、新規事業への転換を含めた資源の再配分や重点化を行います。 

そして、予算編成、組織編制に結び付け、施策の成果を外部の視点で検証できるよう、

行政評価システムを充実させます。（6ページ参照） 

 

２２２２    質質質質のののの高高高高いいいい行政運営行政運営行政運営行政運営のののの推進推進推進推進    

市民の信頼のもと、迅速かつ適切な意思決定を行い、質の高い公共サービスを提供するた

めには、職員一人ひとりが高い使命感と意欲を持って、能力を最大限に発揮し、職務を遂行

しなければなりません。このため、職員の意識改革と活力ある職場風土づくりを推進すると

ともに、事務事業の運営が簡素かつ効率的なものになるよう機能的な組織体制を構築し、職

員数と給与水準の適正化を図りながら自主的、自律的な行政運営を推進します。 

 

(1)(1)(1)(1)    職員力職員力職員力職員力のののの向上向上向上向上    

職員の資質、能力の向上のための様々な研修を計画的に実施するとともに、人事評価制

度との連携を図り、意欲と能力を持った人材を育成します。 

また、職員の能力が存分に発揮できるような適材適所の配置を行い、使命感を持って職

務を遂行することにより、活力のある職場風土を醸成します。 

    

(2)(2)(2)(2)    機能的機能的機能的機能的なななな組織組織組織組織づくりづくりづくりづくり    

市民の多様なニーズに適切かつ迅速に対応できるよう、適時適切に組織、機構の見直し

を行い、機能的な組織づくりを行います。また、広範な行政課題に機動的、効率的に連携

して対応する弾力的な組織運営を行います。 

 

(3)(3)(3)(3)    定員定員定員定員・・・・給与給与給与給与のののの適正化適正化適正化適正化    

定年延長等、国の制度改正の動向を注視しつつ、定員適正化計画のもと、再任用職員、

嘱託職員及び臨時的任用職員も含めた適正な定員管理を行います。また、団塊世代の大量

退職に対応し、計画的な職員の採用や積極的な民間活力の活用を推進します。 

国の人事院勧告、県の人事委員会勧告、類似団体及び近隣市の動向を踏まえつつ、給与

の適正化に取り組みます。 

    

(4)(4)(4)(4)    ＩＣＴ（ＩＣＴ（ＩＣＴ（ＩＣＴ（情報通信技術情報通信技術情報通信技術情報通信技術））））のののの活用及活用及活用及活用及びびびび環境環境環境環境へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮    

急速に進歩するＩＣＴのさらなる活用を進めます。また、環境マネジメントシステムを

継続的に改善し、環境に配慮した行財政運営に引き続き取り組みます。 

 

３３３３    健全健全健全健全なななな財政運営財政運営財政運営財政運営のののの推進推進推進推進    

将来にわたって市民に最適な公共サービスを提供し続けるには、健全な財政を堅持しなけ 
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ればなりません。そのため、必要以上に基金や地方債に頼らず、歳入の範囲内での財政支出

にとどめることを基本とし、収支均衡の財政運営を図ります。 

    

(1)(1)(1)(1)    財政健全化財政健全化財政健全化財政健全化    

将来に過度の負担を残さないよう、地方債の発行を抑制します。 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく指標である健全化判断比率（実

質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）については、財政健全

化団体や財政再生団体とならないよう、適正な水準を保持します。 

地方債残高をはじめとするその他の財政指標については、毎年点検を行い、健全な財政

の確保に向け必要な改善措置を講じます。 

また、国の経済見通しや税収予測等を参考に本市の実情に沿った中期的な財政見通しを

策定し、将来にわたる健全な財政運営のための取組を行います。 

 

(2)(2)(2)(2)    地方公営企業地方公営企業地方公営企業地方公営企業のののの経営健全化経営健全化経営健全化経営健全化    

地方財政健全化法に定める指標の改善と公営企業の自律的な経営改善に取り組みます。 

市立病院は、「宝塚市立病院改革プラン」を着実に実行し、経営改善を図ります。 

上下水道事業は、平成23年度に策定する改革プランに基づき、経営改善を図ります。 

 

(3)(3)(3)(3)    外郭団体外郭団体外郭団体外郭団体等等等等のののの経営健全化経営健全化経営健全化経営健全化    

市出資の公益法人や第三セクターなどの外郭団体等が自主的、主体的に経営改革に取り

組むとともに、国の指針等を踏まえ、外郭団体等の経営健全化を推進します。 
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(参考) 

行政評価行政評価行政評価行政評価をををを核核核核としたとしたとしたとした行政行政行政行政マネジメンマネジメンマネジメンマネジメントシステムトシステムトシステムトシステム図図図図    

第第第第５５５５次総合計画次総合計画次総合計画次総合計画（（（（ビジョンビジョンビジョンビジョン））））        

行政評価を核としたトップマネジメントによる戦略の提示 

戦略計画 （各部局） ビジョンの実現に向けた戦略計画の策定 

優先度による選択と集中 

市ビジョン、戦略計画及び財政見通しを考慮し総合調整⇒戦略予算と削減項目の決定 

（企画経営部） 

部局の戦略計画を実現するため各部局自

ら事業の選択と集中を図る。 

（各部局） 

＜新規・拡充事業＞ ＜転換・削減事業＞ 

事務事業評価、施策評価に基づき各部局自

ら事務事業の見直しを図る。 

（各部局） 

実施計画 

予算編成 

 
組織体制の決定 

施政方針決定 

定員枠の決定 

財政見通し 

ＤＤＤＤoooo    

事業実施 

  【事務事業の実施における日々の留意事項】 

 ①最少の経費で最大の効果を実現する取組 

 ②市民参画と協働の推進 

 ③職員一人ひとりが高い使命感と意欲を持って能力を最大限に発揮 

 ④職員一人ひとりの着実な事務改善の取組  

 ⑤環境への配慮 

 ⑥事業結果の把握 

ＣＣＣＣheckheckheckheck    

事業内容及び実績を明らかにし、事業目的に照らしてその成果

を検証し、事務事業の改善につなげる。 

事務事業評価 

（各課） 

（財政課） ２次評価の実施、公表 

施策評価 

施策の進展、事務事業の有効性の検証 

事業の組合わせや戦略そのものの見直しに活用する。 
（各部局） 

外部の視点を導入した評価 （政策推進課） 

市民意識調査 

（政策推進課） 
市民の満足度、ニーズの調査 

ＰＰＰＰlanlanlanlan    

ActionActionActionAction    

評価結果の活用 

 ・施策や事業の優先度の決定 

 ・事業の改善、取捨選択 

 ・事業実施手法の検討 

 ・財源や資源の適正配分 

 ほか 
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 用語解説用語解説用語解説用語解説        

    用用用用    語語語語    内内内内    容容容容    該当項目該当項目該当項目該当項目    

 
宝塚市行財政システム改革マスタープ

ラン 

平成 13 年度（2001 年度）から平成 17 年度（2005 年度）までの 5 年間で取り組む行財政の仕組みを改革す

るための基本方針を定めたもの。平成 13 年（2001 年）5 月に策定。 
Ⅰ 指針策定の背景 

 事務事業評価システム 

市が行った様々な事務事業、行政サービスについて、その成果や効率性を評価し、公表することにより、行

政の透明性の向上、アカウンタビリティ（説明責任）の向上を目指すもの。平成 13 年度（2001 年度）より本格

導入。 

Ⅰ 指針策定の背景 

 宝塚市都市経営改革大綱 

平成 17 年（2005 年）3 月 29 日に総務省から示された「地方公共団体における行政改革推進のための新たな

指針」の趣旨に則り、本市における都市経営改革の基本方針と行動の指針を示したもの。平成 18 年(2006

年)5 月に策定。 

Ⅰ 指針策定の背景 

 施策評価 
総合計画に掲げる施策の進捗状況等、行政活動の現状を評価することにより、施策を実現するための事業

の改革改善等を行い、効果的・効率的な行政運営を目指すもの。 
Ⅰ 指針策定の背景 

 生産年齢人口 
年齢別人口のうち労働力の中核をなす 15 歳以上 65 歳未満の人口層。 

Ⅰ 指針策定の背景 

 行政マネジメントシステム 
「PLAN(計画)-DO(実施)-CHECK(評価)-ACTION(改善)」 を継続的に行うことにより、事業を評価し、次の改

善に結びつけ、計画的で効率的、効果的な行政経営を行うことをいう。 
Ⅱ 指針の策定 

 第５次宝塚市総合計画 

平成 23 年度（2011 年度）からの 10 年間を計画期間とした、総合的、計画的にまちづくりを進めるための指針

として、将来の市のあるべき姿（将来都市像・基本目標）とそれを実現するためにやるべきこと（施策・事業）

を示すもので、本市が策定する最上位の計画。 

Ⅱ 指針の策定 

 都市経営会議 
市政の基本方針、重要施策、その他の重要事項について、都市経営の観点から協議・決定し、総合的かつ

効率的な市政運営の推進を図るため設置される市の最高協議機関。 
Ⅴ 推進方法 

 
宝塚市情報の徹底公開に関する基本

指針 

市民の個人情報を徹底して保護しつつ、保有する情報を積極的、かつ、安定的に提供し、それを常に改善し

ながら継続していく総合的な取組みを示したもの。平成 19 年（2007 年）10 月策定。 
Ⅵ 推進項目 １ 最適な公共サービスの追求 

 協働の指針 
「新しい公共」の拡充に向けて、市民と行政がそれぞれの責任のもと、互いの力を十分に発揮し、協働を推

進していくため、協働の基本原則や形態などを定めるもの。 
Ⅵ 推進項目 １ 最適な公共サービスの追求 

 新しい公共 

「行政が担う領域」と「市民が担う領域」との間にある、公共あるいは公共的な課題群の領域のこと。多様な

活動主体が独立性を保ちながら共通の目的を持って、公共、公共的分野の運営の担い手となることで、行

政だけでは生みだすことのできない価値やサービスが創造される。 

Ⅵ 推進項目 １ 最適な公共サービスの追求 

 戦略計画 
第５次宝塚市総合計画の基本計画に掲げる重要目標を柱として、各部局の重点取組を毎年度策定するも

の。 
Ⅵ 推進項目 １ 最適な公共サービスの追求 

 実施計画 

第５次宝塚市総合計画の基本計画を推進するための具体的な事業内容や実施方法を決めるもの。 

Ⅵ 推進項目 １ 最適な公共サービスの追求 

 定員適正化計画 
簡素で効率的な行政運営を行うために、企業会計職員を含めた総職員数の削減に努めるための計画。平

成 23 年（2011 年）3 月策定。 
Ⅵ 推進項目 ２ 質の高い行政運営の推進 

 人事院勧告 
国の人事院が行う、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本とした勧告を

いう。 
Ⅵ 推進項目 ２ 質の高い行政運営の推進 

 人事委員会勧告 
県の人事委員会が行う、県職員の給与水準を民間の従業員と均衡させることを基本とした勧告をいう。 

Ⅵ 推進項目 ２ 質の高い行政運営の推進 

 類似団体 
全国の市町村を「人口」と「産業構造」をもとに類似化したもの。本市の類似団体は特例市（人口20万人以上

の市）で、団体数は 40 市（H23.4.1 現在）。兵庫県内の特例市は本市のほか、明石市、加古川市の 3 市。 
Ⅵ 推進項目 ２ 質の高い行政運営の推進 

 ＩＣＴ 
Information and Communication Technology（情報通信技術）の略。IT に C が加えられ、情報を適切に他者に

伝達（Communication）する為の技術とされている。従来の IT に代わり、ICT という呼称が定着しつつある。 
Ⅵ 推進項目 ２ 質の高い行政運営の推進 

 環境マネジメントシステム 

市が環境方針、環境目標を設定し、その達成に向けた取組を実施するための組織の計画・体制・プロセス等

のことを指す。取組を実行し、チェックを行い、必要に応じて「是正」、「改善」を行うＰＤＣＡサイクルを特徴と

する。 

Ⅵ 推進項目 ２ 質の高い行政運営の推進 

 健全化判断比率 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、自治体財政の健全性を示す「実質赤字比率」「連結

実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の 4 指標を指す。4 指標とも数値が大きいほど財政状況

は悪いとされる。 

Ⅵ 推進項目 ３ 健全な財政運営の推進 

 宝塚市立病院改革プラン 
公立病院の経営の効率化と持続可能な病院経営を目指すため国が定めた「公立病院改革ガイドライン」に

基づき、市立病院の果たすべき役割や病院経営改革の基本方針等を定めたもの。 
Ⅵ 推進項目 ３ 健全な財政運営の推進 

 第三セクター 
地方公共団体が出資又は出えんを行っている社団法人・財団法人及び特例民法法人並びに会社法法人。 

Ⅵ 推進項目 ３ 健全な財政運営の推進 

 PDCA（サイクル） 

PLAN(計画)、DO(実施)、CHECK(評価)、ACTION(改善)の頭文字から名付けられたもので、マネジメントサイ

クルともいわれる。 これを順に実施することにより、計画を着実に実現させるとともに、次の計画に活かし、

品質の維持・向上及び継続的な業務改善活動を推進する管理手法。 

（参考） 行政評価を核とした行政マネジメント 

  システム図 

 


