
大阪狭山市行財政改革大綱（素案）及び集中改革プラン（素案）についてのパブリックコ

メント結果について 

１．意見募集期間  平成１８年２月７日から平成１８年３月６日まで 

２．寄せられた意見 ３人 １１件 

３．意見提出方法  持参    １人 

          郵送    １人 

          電子メール １人 

 

(1) 行財政改革全般に関する意見等 

№ ご意見の概要 市の考え方 

１ 改革の根本となる人材育成をまず市長がリー

ダーシップをとってほしい。年功序列の体制を

打破し、職員の意欲の向上が第一ではないか。

どんな人材が必要とされるのかを具体的に示し

てほしい。 

職員はどのような方法で行財政改革に参加す

るのかを具体的に教えてほしい。 

ご意見のとおり、今後、ますます高度化、

多様化する行政需要に的確に対応できる職員

を育成していかなければなりません。 

そのため、本市では、求められる人材像や、

昇任昇格制度、人事考課制度、職員研修制度

などを盛り込んだ「人材育成プラン」を策定

中です。 

このプランに基づき、市民の目線で考え、

市民とともにまちづくりを進めるとともに、

広い視野を持ち、積極的に事務事業の改善に

取り組み、誇りと情熱を持って働く職員を育

成してまいります。 

各部や、グループにおいて取り組む行財政

改革については、目標指標や年度別計画を掲

げ、部、グループが一体となって主体的に推

進します。 

２ 平成１２年の地方分権一括法の施行に伴い、

市の予算を自主的に運用できるようにするとい

うことは、市のありたい姿を具体的に示し、そ

れに予算を効果的に集中して使うことではない

か。 

市は、理想的な姿はどんなものにしようと考

えているのか。 

 

 地方分権の主旨である「地方のことは、地

方が考え、地方が決定し、地方が実行する」

という自己決定、自己責任の考え方に基づき、

自律した持続可能なまちづくりを進めていか

なければなりません。 

本市では、市民、市民団体、ＮＰＯ、民間

事業者の皆様にも、行政サービスの受け手だ

けでなく、担い手としてまちづくりに参画し

ていただけるよう、市民力や地域力を高め、

その力を十分に発揮していただける「市民が

起点のまちづくり」をめざしています。 

また、限られた予算を効率的・効果的に執

行するため、「まちづくり戦略プラン」として、

「市民と協働のまちづくり」、「安全・安心の

まちづくり」、「子育てにやさしいまちづくり」

の３つの施策を掲げ、施策の選択と集中に努

めています。 

３ ベッドタウンの住民と農村部の住民の融和を

はかっていくのに、具体的にはどのような手を

市民と行政のパートナーシップによるまち

づくりを進めるためには、地域コミュニティ
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№ ご意見の概要 市の考え方 

うっていこうとしているのか。 の活性化が大切です。 

（仮称）自治基本条例などの制定により、

市民の皆様が自らの地域課題を自ら考え行動

できる体制づくりを進め、地域に暮らす方々

の連携を図っていくことが重要と考えていま

す。 

４ 少子高齢化社会に対応し、市として予算の使

い方についての見通しをもっているのか。長期

的な見通しに立った収支バランスを考えている

のか。 

・保育料は評価できるが、税金を使いすぎてい

ないか。 

・保育所の入所待ちはないか。 

・学童保育の定員数と質は現状でいいのか。 

・特別養護老人ホーム定員数は適切か。 

 大阪狭山市では、限られた財源を最大限に

有効活用するため、中長期的な財政予測を立

てる必要があることから、財政健全化フレー

ムを策定し、このフレームに基づき、計画的

な行財政運営に努めています。 

その上で、施策の選択と集中を図るため、

「まちづくり戦略プラン」を策定し、「市民と

協働のまちづくり」、「安全・安心のまちづく

り」、「子育てにやさしいまちづくり」の３つ

の施策を重点的に推進することとしていま

す。 

 子育て支援に関する事業につきましても、

この考え方に基づき進めており、平成１８年

度より待機児童解消に向けた民間保育所の開

設や、学童保育の対象を４年生まで拡大など

を実施します。 

 また、特別養護老人ホームについては、南

河内圏域で調整し、平成１７年度に５０床を

増床し、１８０人分の定員が確保されていま

す。 

５ 市に求められるのは革新性である。 

・財政改革の数値目標（例：地方債を０にする。

経常収支比率を80%以下にする。）を出すべき

ではないか。 

・市長が立候補時に掲げた透明性は進んでいる

か。 

・審議会、外郭団体の情報公開度はどうか。 

・行政コスト計算書は行政評価に反映している

か。 

 財政健全化フレームにおいて、歳入・歳出

両面における健全化に向けた目標額や、経常

収支比率の目標値を設定しています。 

 行政の透明性の向上を図るため、パブリッ

クコメント制度を導入するとともに、情報公

開制度の適正な運用も含めて、行政情報をで

きるだけわかりやすく工夫して提供するよう

努め、市民の皆様と行政の情報の共有化を図

っています。 

 審議会の公開については、それぞれの審議

会の判断になりますが、行財政改革推進委員

会は公開としました。 

 外郭団体については、情報公開に関する規

程を制定しています。 

 行政コスト計算書は、平成１７年度決算に

基づき、公開する予定です。また、集中改革
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№ ご意見の概要 市の考え方 

プランの成果については、本市と人口規模な

どが類似した団体の平均と比較するなど分か

りやすい形で公表する予定です。 

６ 事務事業の見直しについて 

・住基システム利用によるＩＴ化での事務改善

はどのようにされるのか。（例：住民票自動交

付、スポーツ施設予約システム） 

・土日曜サービスは取り組むべき課題ではない

か。 

・国民健康保険料の上限額の見直しはないか。

・ISO14001（または ISO9001）の導入を検討さ

れてはどうか。 

 スポーツ施設の予約システムは、大阪府を

含め、１４市町との広域的な連携により平成

８年度から導入しています。住民票の自動交

付などのサービスについては、導入及び維持

に係る経費など課題が多いと考えています。 

 国民健康保険料の賦課限度額については、

本市の場合、５０万円に設定していますが、

国民健康保険法で定められている５３万円の

限度額にあわせるよう検討しています。 

 土日開庁については、費用対効果を勘案し、

平日の時間延長の試行実施も含め、慎重に判

断したいと考えています。 

 ＩＳＯ１４００１は、環境マネジメントシ

ステムの仕様を定めている規格であり、市民

満足度の評価については、ＩＳＯ９００１が

適当であると思いますが、本市では窓口にお

ける満足度アンケートなどを実施し、より市

民の皆様に近い場所での意見の把握に努めて

おり、その声を反映し、サービスの質の向上

を図っていきたいと考えています。 

７ 実施の責任者は市長であり、進捗状況の評価

意見は実施部長に対し内部組織で行うべき。外

部評価機関は最終結果のチェックと提案などの

意見の機能のみでよい。外部評価を行うなら、

情報公開して、住民の評価も必要ではないか。

行財政改革大綱（素案）に掲げている外部

評価機関は、専門家による評価を行う機関を

さすのではなく、市民の皆様にも参加してい

ただき、市民が主体となった評価機関として

設置する予定です。 

 №５でお答えしたように、集中改革プラン

の成果については、広報誌やホームページを

通じて市民の皆様に分かりやすい形で公表し

ます。 

８ 市は、受益者負担の適正化や補助金・負担金

の見直しなどを打ち出しているが、高齢者や障

害者など弱者がしわ寄せをもろに蒙っていると

感じる。 

 高齢者、弱者にやさしい「なるほどそうか」

といった全体像がよく見えてこない。 

負担の公平性・公正性の確保、また行政と

して対応すべき必要性や費用対効果、経費負

担のあり方の観点から、すべての事務事業に

ついて検証する必要があると考えています。 

事務事業の見直しにあたっては、本市の考

え方や進捗状況について、市民の皆様にご理

解とご協力をいただけるよう、できるだけわ

かりやすい形で情報提供を行い、市民と行政

の情報の共有化に努めます。 

９ 小さな都市であっても誇るに足る環境の美 環境の美化については、市民の皆様による
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化、団体助成を含む文化施策の推進に基づいた

魅力あるまちづくりを強く望む。 

自主的な違法広告物の撤去活動に取り組んで

いただくとともに、身近な公園の清掃や除草

などの美化活動についても、協働による取り

組みを推進しています。 

また、助成についても、市民公益活動促進

補助金交付要綱に基づき、文化活動を含めて、

市民の皆様のさまざまな活動に対する助成を

行っています。 

このように、本市では、市民との協働によ

るまちづくりを軸に施策を展開することによ

り、小さくても、きらりと光る魅力的なまち

づくりが実現できると考えています。 

 

１０  市として、いったいどういった視点で未来像

を市民に示そうとしているのか。 

 大阪狭山市として、明日に向けて何を重点、

特徴（他市にぬきんでた魅力）とし、市民及び

外部に向けてアピールするのか、さらなる努力

を期待する。 

 №２の回答と同じです。 
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(2) 行財政改革大綱（素案）及び集中改革プラン（素案）に対する意見等 

№ ご意見の概要 市の考え方 

１ 大綱（素案）２ページ下から９行目 

「役割分担を明らかにし、市民、市民団体、Ｎ

ＰＯ、民間事業者はもとより在勤、在学者など

を含む多様な主体が」に修正してください。 

 

２ページ下から５行目 

「説明責任を十分に果たし、情報公開制度の適

正な運用と情報の共有化を」に修正してくださ

い。 

 

３ページ上から２行目 

「展望に立ったち総合計画と連動した財政計

画の下」に修正してください。 

 

 

 

 

３ページ上から７行目 

「市税や国民健康保険料の徴収率の」に修正し

てください。 

 

 

３ページ最終行追加 

「このような行政システムの数値目標が確実

に達成されているか市民参加の評価委員会で

評価を行い、その結果を適時公表します。」に

修正してください。 

 

 

６ページ下から１１行目 

「連携しながら担う地域住民自治の考え方を

取り入れ、そのことができるよう地域力の向上

をめざします。」に修正してください。 

 

 

６ページ「（2）市民サービスの質的向上」の冒

頭に追加 

「これまでの行政が公共サービスを提供する

やり方に加え、市民と協働によるまちづくりの

過程で必要とする行政サービスの課題を市と

市民が共有し、実現していくことで市民サービ

 

ご意見を踏まえ、大綱文中の文言の整合を図

り、「役割分担を明らかにし、市民、市民団体、

ＮＰＯ、民間事業者など多様な主体が」に修正

します。 

 

 

ご意見のとおり、「説明責任を十分に果たし、

情報公開制度の適正な運用と情報の共有化を」

に修正します。 

 

 

原文どおりとします。 

財政の健全化を目標とする行財政改革を進

めるためには、財政計画は、総合計画だけでな

く、国の動向や社会経済情勢の変化などを踏ま

え、中長期的な見通しに基づき、策定すべきも

のと考えています。 

 

 

ご意見を踏まえ、「市税の徴収率や国民健康

保険料の収納率の」に修正します。 

 

 

ご意見を踏まえ、「そして、行政評価システ

ムで設定した数値目標が達成されているか、そ

の結果を適時公表します。」に修正します。 

行政評価システムの確立を図る中で、大綱中

１２ページに「市民の皆様をはじめ外部の意見

や評価を反映する」こととしています。 

 

 

ご意見を踏まえ、「さらに、地域住民自治の

考え方に立ち、計画づくりそのものを地域の活

動主体が連携しながら担うことができるよう

地域力の向上をめざします。」に修正します。

 

 

ご意見を踏まえ、「これまでの行政が公共サ

ービスを提供するやり方に加え、市民と協働に

よるまちづくりの過程で行政サービスの課題
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№ ご意見の概要 市の考え方 

スの質的向上を図ります。」に修正してくださ

い。 

 

７ページ上から１行目（上記を追加するものと

して） 

「またさらに、費用対効果」に修正してくださ

い。 

 

 

７ページ下から５行目 

「広報誌やホームページ等各種広報媒体さら

には自治会やＮＰＯなど地域団体の特性を活

かしながら、」に修正してください。 

 

８ページ「（１）計画的な財政運営」上から２

行目 

「中長期的な展望に立ったち総合計画と連動

した財政計画」に修正してください。 

 

８ページ「（１）計画的な財政運営」上から５行

目 

「予算編成に当たっては、財政計画に基づく具

体的な数値目標を掲げ、市」に修正してくださ

い。 

 

８ページ最終行の下に追加 

「これら事務業務の見直しの過程では、市民の

声をその中に反映させるために市民への情報

提供を積極的に行ないます。」に修正してくだ

さい。 

 

９ページ「（３）民間委託等の推進」最終行か

ら上１行目 

「団体を選定しすると共にその選定プロセス

の透明化に努めます。」に修正してください。 

 

９ページ「（４）受益者負担の適正化」上から

４行目 

「得られるよう、それまでに行なった歳出削減

の努力や改善状況およびそ負担の理由や根拠

を」に修正してください。 

 

を市と市民が共有し、解決していくことで市民

サービスの質的向上を図ります。」に修正しま

す。 

 

 

原文どおりとします。 

前文と後文の取り組みは、並列の課題と考え

ます。 

 

 

ご意見を踏まえ、「広報誌やホームページ等

各種広報媒体の特性を活かし、さらには自治会

やＮＰＯなどとの連携を図りながら、」に修正

します。 

 

 

原文どおりとします。 

前記の「３ページ上から２行目」のご意見に

対する記述のとおりです。 

 

 

ご意見のとおり、「予算編成に当たっては、

財政計画に基づく具体的な数値目標を掲げ、

市」に修正します。 

 

 

ご意見を踏まえ、「これら事務事業の見直し

にあたっては、市民への情報提供を積極的に行

います。」に修正します。 

 

 

ご意見のとおり、「団体を選定するとともに、

その選定プロセスの透明化に努めます。」に修

正します。 

 

 

ご意見を踏まえ、「得られるよう、歳出削減

の努力や改善状況及び負担の理由や根拠を」に

修正します。 

 

 

ご意見を踏まえ、「活用などを踏まえ、明確



大阪狭山市行財政改革大綱（素案）及び集中改革プラン（素案）についてのパブリックコ

メント結果について 

№ ご意見の概要 市の考え方 

１１ページ「（１）組織機構・定数の見直し」

最終行 

「活用などを踏まえ、安易に職員を補充するこ

となく、今後５年間で職員数を１０%削減する

等の明確な数値目標を織り込んだ定員適正化

計画に基づき」に修正してください。 

 

 

１１ページ「（２）人事制度の改革と給与の適

正化」最終行 

「今後 5 年間で給与と手当てを合わせ１０%削

減する等の明確な数値目標を織り込み、納得が

得られるよう給与制度の適正化に努めます。」

に修正してください。 

 

 

 

１３ページ「Ⅳ 行財政改革の推進体制」最終

行 

「の進捗状況等を定期的に評価し検証しま

す。」に修正してください。 

な数値目標を盛り込んだ定員適正化計画に基

づき」に修正します。 

大綱は、年限を記載しないものとし、ご意見

の主旨は、集中改革プランの中で、「５年間で

１０％の職員数の削減」を記述しています。 

 

 

ご意見を踏まえ、「市民の理解と納得が得ら

れるよう給与制度の適正化に努めます。」に修

正します。 

 給与の適正化については、集中改革プランの

中で記述しているとおり、国家公務員や民間企

業との給与水準の均衡を図るため、給料表の見

直しや地域手当の導入など、給与構造の抜本的

な改革に努めます。 

 

 

ご意見を踏まえ、「の進捗状況等を定期的に検

証し、評価します。」に修正します。 

 

 


