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 行政改革方針策定部会 

 

「次期 行財政改革の方針」に関する 提言（案） 

 

Ⅰ 県政経営を取り巻く環境  
    

人口減少や少子高齢化の進展など社会構造の変化や、地球規模での環境問題

への対応など将来に影響を与える大きな潮流に加えて、現下の厳しい地域経済・雇

用情勢など本県は様々の困難な課題に直面している。 

特に、県財政は、平成１６年度以降、国の三位一体の改革により地方交付税が大

幅に削減されたことに加え、平成２０年の世界的な景気後退の影響により税収入が

大幅に減少するなど深刻な状況となった。県では平成１０年度以降、数度にわたる

行財政改革に取り組み、歳出の削減を図り、県債や基金に依存しない財務体質を

目指してきたところである。その結果、県の当初予算の規模は、平成９年度の５，９０３

億円をピークに減り続け、平成２２年度当初予算では４，９４６億円と約１千億円も減

少している。 

このような懸命の行財政改革の取組にもかかわらず、平成２２年度当初予算にお

いても１８７億円の財源不足が発生し、今後もなお巨額の財源不足が見込まれてい

る。財政の硬直化、基金残高の減少などにより財源不足への対応は益々厳しさを増

しており、万一、この財源不足に対応できなければ、巨額の財政赤字が発生し、財

政健全化法による財政再生団体となる恐れがある。 

このような厳しい財政状況の中においても、県として真に住民生活に必要な施策

を行っていくためには、不断の行財政改革に取り組むとともに、地域主権改革や「新

しい公共」宣言など県政経営を取り巻く環境の変化を積極的に捉え、さらに簡素で

効率的な行政を実現することが必要である。 

                                                                                      

                                                                                      

 １ 地方分権・地域主権改革の進展 

    

    （１）地方分権・地域主権 

地方分権改革推進法の成立以後、内閣府に設置された「地方分権改革推進委員

会」のもと、第２期地方分権改革が進められ、平成２０年５月の第 1 次勧告では、国と

地方の二重行政を排除する観点から、国と地方の役割分担についての考え方が示

されたほか、重点行政分野の抜本見直しや、基礎自治体への権限移譲、補助対象
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財産の財産処分の弾力化等が示された。続く、１２月の第２次勧告においては、国の

法令による義務づけ・枠付けについて、具体的な見直し方針が示された。 

平成２１年８月３０日に行われた衆議院議員選挙の結果、９月には新連立政権が

誕生し、その基本方針では、「本当の国民主権の実現」と「内容の伴った地域主権」

の２つが政策の大きな柱として掲げられ、地方分権の推進が大きく打ち出されたとこ

ろである。 

政府では、平成２１年１１月９日の地方分権改革推進委員会の第４次勧告がなされ

た後、同年１１月１７日の閣議において、新たに「地域主権戦略会議」を設置すること

が決定された。 

１２月１４日には第１回の地域主権戦略会議が開かれ、改革の工程案や地方分権

改革推進計画案が示され、翌日には地方分権改革推進計画の閣議決定がなされ

た。 

以後、数度にわたる地域主権戦略会議を経て、平成２２年６月２２日に地域主権改

革の取り組み方針を示す「地域主権戦略大綱」が閣議決定された。 

「地域主権改革」とは、「日本国憲法の理念の下に、住民に身近な行政は、地方

公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断

と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革」である、

と地域主権戦略大綱では掲げられている。 

同大綱では、国と地方の役割分担を見直し、地域における行政を地方公共団体

が自主的かつ総合的に実施できるよう、「義務づけ・枠付けの見直し」や「基礎自治

体への権限移譲」、「国の出先機関の抜本的な改革」、「ひも付き国庫補助金の一

括交付金化」、「地方税財源の充実確保」などを主な課題に掲げ、課題に関する取

組方針が示されており、地方の裁量の拡大、自主性・自立性の拡大を目指すことと

している。地方自治体にとっては、住民の意思や地域の実情を反映した行政経営が

可能となるまさに大きな変革であり、県政にとって新たな局面を迎えようとしている。 

 

    （2）市町村合併の進展 

平成11年７月１６日に公布された地方分権一括法によって、一部改正、施行され

た市町村の合併の特例に関する法律（「合併旧法」）の下で行われた合併により、

滋賀県では５０市町村が２６市町となり、さらに市町村の合併の特例等に関する法

律（「合併新法」）の下で行われた合併により、平成22年３月末で19市町となった。

このように、市町数で３８％（全国平均約 53％）となるまで市町村合併が進み、また、

人口１万人未満の小規模町が３町（全国４５９市町村）のみとなるなど、地方分権の

受け皿や人口減少・少子高齢化など社会情勢の変化等に対応する基礎自治体の

行財政基盤の整備が進展した。 
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    （3）府県の枠組みを超える行政体の動き 

関西では、現行の府県制のもとで、「分権型社会の実現」、「関西全体の広域行

政を担う責任主体づくり」、「国の地方支分部局の事務の受け皿づくり」をねらいとし

て、「関西広域連合」構想の検討が進められている。 

 

 

 2 多様な主体による公共サービスへの転換 ～新しい公共～ 

    

    （1）「新しい公共*」宣言 

内閣府に設けられた「新しい公共」円卓会議において、「新しい公共」宣言が取り

纏められた（平成 22年 6月４日開催、第 8回「新しい公共」円卓会議）。これに呼応

し、政府においても「新しい公共」の実現に向けて制度改革や運用方法等の検討

が行われているところである。 

  「新しい公共」宣言では、「新しい公共」の概念を日本の将来ビジョンと関係づけ、

その目指すところを“国民、企業やＮＰＯなどの事業体、そして政府が協働すること

によって、日本社会に失われつつある新鮮な息吹を取り戻すこと”としており、地域

の多様な主体が様々な公共的活動に参画し、公共サービスの担い手となり、「支え

合いと活気のある社会」を築く仕組みづくりが模索されている。 

 

  

  

       

  

 

 

 

 

    （2）本県における“協働”の動き 

本県においても、古くから、結・講などの形で支え合う社会づくりのための仕組み

があり、「公共」という領域は、「官」だけが担うものではなかった。しかしながら、近代

国家の形成過程で「公共」は「官」が担うものという意識が強まり、行政府に決定権

や財源などが集中し、地域自らが公共の一員であるという当事者意識が希薄にな

ってきた。 

一方、近年に入り、本県では、琵琶湖の水質保全のための活動など先進的な市

 「新しい公共」* 

「新しい公共」とは、支えあいと活気のある社会を作るための当事者たちの「協働の場」である。 

そこでは、国民、市民団体や地域組織、企業やその他の事業体、政府等が、一定のルールとそれ

ぞれの役割をもって当事者として参加し、協働する。その成果は、多様な方法によって、社会的

に、また、市場を通じて経済的に評価されることになる。その舞台を作るためのルールと役割を協

働して定めることが「新しい公共」に他ならない。 

                （参照：第８回「新しい公共」円卓会議 「新しい公共」宣言資料より） 
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民活動が見られ、「三方よし」という近江商人の理念を企業経営や社会活動のなか

に浸透させる活動も行われてきた。今日では、人口１０万人あたりの特定非営利活

動法人数は全国第７位（認証数ベース：平成 22 年４月１日現在）であり、ボランティ

ア活動の行動者率が３４％（全国平均２６％）と高い率であるなど、市民活動はさら

なる拡がりを見せている。本県では、従来からこのような活動の芽を育み、多様な主

体が連携協力する協働型社会の構築を目指す施策が行われている。 

                                                                                      

                                                                                      

 3 危機的な財政状況 

  

    (１) 危機的な財政状況とこれまでの取組 

平成１６年度から平成１８年度までの三位一体改革の影響により、全国ベースでは、

国庫補助負担金改革として約４兆円の廃止・削減がなされ、約３兆円の税源移譲が

行われるとともに、地方交付税改革として約５．１兆円の削減が行われた結果、全体

として約６兆円もの財源が減少した。本県においても、これら三位一体改革の影響や

景気後退による税収の減などから、平成１５年度の県税、地方交付税等の一般財源

総額（廃止・削減された国庫補助負担金を含む。）と平成２２年度の一般財源総額を

比較すると、約３００億円もの大幅な減収となっている。 

また、歳出の面では、国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療等に係る社会

保障費および公債費は増加を続け、平成２２年度では、平成１５年度と比較して約２

５０億円増額するなど財政を圧迫する要因となっている。 

県では、平成１０年度以降人件費や事業費などの歳出の伸びの抑制に努めてき

たが、このような厳しい財政状況に対応するため、平成１４年度には「財政構造改革

プログラム」を、平成１６年度には「財政危機回避のための改革プログラム」を、さらに、

平成１９年度には「滋賀県財政構造改革プログラム」を策定し、懸命な財政改革に取

り組んだ。 

これら三度の改革で行政のスリム化や「選択と集中の徹底」による施策の重点化な

ど財政収支の改善に向けた取組を行い、事業費で約４２０億円の削減を図ったほか、

知事部局の定数を平成１５年度の3,628人から平成２２年度の3,165人へと463人削

減するなど、定数削減により人件費を約５０億円削減するとともに、平成１５年度から

２２年度の間で給与カットにも取り組んだ。 

また、平成２２年度には、世界的な景気後退をはじめとした経済環境の変化などを

背景に、県税収入の大幅な減少に見舞われたことなどから、「財政構造改革プログラ

ム」に加え、さらに約５０億円に上る事業見直しに取り組んだところである。 
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  （2） 本県の財政の現状と見通し 

これまでの改革で厳しい歳出見直しを行ってきたものの、一般財源の減少額や社

会保障関係費等の増額に対応し切れず、なお発生する財源不足に対して基金の取

り崩しなど一時的な歳入の対策を行ってきたこと、さらに、社会保障関係経費等は将

来的にも増加が見込まれることなどから、今後の収支見通しにおいても大きな財源

不足が見込まれている。 

一方、巨額の臨時財政対策債の発行を余儀なくされ、県債残高は毎年過去最高

を更新し、平成２２年度予算ベースでは遂に１兆円を超える状況となったほか、扶助

費・公債費などの義務的経費が増大しているのに対し、度重なる歳出見直しで事業

費は大きく減少し、義務的経費が予算額に占める割合は平成９年度では３８％であ

ったものが、平成１４年度で４６％、平成２２年度は５２％となるなど財政の硬直化が進

んでいる。さらに、財源調整のための財政調整基金と県債管理基金については、財

源不足への対応のため取り崩しを続けてきたため、平成４年度の８４７億円をピーク

に減り続け、平成２２年度末では４９億円となる見込みである。 

加えて、平成２２年６月に閣議決定された国の「財政運営戦略」の中期財政フレー

ムでは、県の財政の大枠を決定する地方財政計画の伸びは当面見込めないなど、

今後の財源不足への対応は厳しいものがあり、滋賀県の財政状況はまさに財政再

生団体へ陥る寸前ともいえる追い詰められた状況にある。 

 

 

                                                                                       

Ⅱ 改革の基本方針  

                                                                                       

  1 改革の理念  

                                                                                      

個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現するため、国に集中している権限や

財源を地方へ移し、自らの地域のことは自らの意思と責任で決定する地域主権

社会へと転換する動きが進みつつある。そして、現下の国と地方を通じた財政

危機の下、地域主権社会を実現し、それぞれの地域のニーズを踏まえた判断に

よって、限られた財源を有効に活用することが必要である。 
また、住民、地域組織、企業、政府等が一定のルールとそれぞれの役割をも

って当事者として参加し協働する社会の実現を求め、「新しい公共」宣言がなさ

れた。この協働型社会では、公が独占してきた領域を「新しい公共」に開き、

住民は自分たちこそが社会を作る主体であるという気持ちを新たにし、地域社

会への参加や寄付、税の負担などその責任としてできることをすることが求め
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られる。 
危機的な財政状況の下、次期基本構想において掲げられる理念やプロジェク

トを踏まえ、これからの時代における県の担うべき役割を果たしていくために

は、このような地域主権社会づくりや「新しい公共」の芽生えという改革の流

れを積極的に捉まえ、市町との密接な連携の下、人材、権限、財源など持てる

経営資源を効果的、効率的に活用する、「変革を先導する県政経営」を目指して

改革に取り組むことが必要である。 
 

  2 改革の基本方針 

 

以上の理念のもと、次の３つの基本方針による行財政運営全般の見直しを行われ

たい。 

  

（１）  地域主権改革に対応した自治体づくり 

 

【 国の関与を受けない自治の確立 】 

   地域主権時代を拓くため、県が地域の自治の担い手として主体的・自律的に必

要な施策を展開していくことができる仕組みづくりを進める。 

また、そのために必要な税財政基盤の確立を目指した取組を行う。 

【 国・県・市町の役割の明確化と権限移譲 】 

   「近接・補完の原則」のもと、市町の役割が一層高まっている。県は、市町の自

主性、主体性を尊重し、市町で担うことが困難な事務やより広域的で専門的な行政

需要に対応する事務を担い、それぞれの力が効率的に発揮される行政を目指す。 

   県の業務のうち住民に身近なサービスは原則として市町が担うことを検討する。

県は国の業務のうち県が担うことで県民の福祉の向上につながる事務について移

管を受けることを基本とするが、加えて、県よりも広域の行政体が処理することで、

住民生活の向上や効率的な執行が期待できる事務について、近隣自治体間での

連携方策を検討するなど地域の事情に照らしてよりふさわしい主体が最適なサー

ビスを提供できる体制を目指す。 

  

 

（２）  県民と行政がともに地域を支える協働型社会づくり 

 

【 協働型社会づくり 】 

   現在、国では「新しい公共」の芽を活かす制度整備など政策が検討されていると
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ころであるが、本県においては、これまでから協働型県政への転換が必要との観点

から、県政経営の基本方針にも「協働の推進」を掲げ、多様な主体との連携･協力

によって、地域課題やニーズに対応するような、まさに「新しい公共」の取組を先取

りした協働の仕組みづくりを進めてきた。 

  県としては、こうした国の動きも踏まえ、これからも地域における様々な主体が自

らの役割のもと、県とともに積極的な行動を展開する社会づくりを進める。 

  そのために、県民一人ひとり、そして、各種市民団体や企業など様々な構成員は、

それぞれの立場で「公共」を担っていることを認識し、公共の担い手の間でどのよう

な協力関係を持つべきか考えていかなければならない。 

  一方、県は、より県民に見える県政経営を進め、県行政全般について、これまで

公が担い展開してきた領域を「新しい公共」に開き、様々な主体が参加し決定する

環境づくりを一層進めることが求められている。 

【 新しいサービス市場の創造 】 

   「新しい公共」が作り出す社会は、さまざまな新しいサービス市場が興り、活発な

経済が展開され、その果実が社会に適正に戻ってくることで人々の生活が潤うとい

う、よい循環の中で発展する社会である。 

   県においても地域社会におけるニーズに対し、より質の高い多様なサービスを

様々な主体が提供する中で、新しいサービス市場が興り、活発な経済活動が展開

されるような社会づくりを目指す。 

  

（３）  次世代に向けて持続可能な行財政基盤づくり 

 

【 職員の政策形成能力の向上 】 

   地域における様々な課題を発見し、自ら解決することができるよう、課題に即し

た政策を立案し、的確に遂行しうる職員を育成する。 

【 簡素化・効率化・重点化による行政課題に対応できる基盤づくり 】 

県では、これまで数次にわたり行政改革や財政改革に取り組まれてきたところで

ある。 

しかしながら、成熟化社会への移行、深刻化する環境問題、社会のグローバル

化の進展など、時代が大きく変化する中、次期基本構想の目指す理念を実現する

ため、同構想に掲げるプロジェクトを着実に進める必要がある。 

県がこうした役割をしっかり果たしていくことができるよう、滋賀の活力を生かすと

ともに、組織体制の簡素化・効率化や歳入・歳出両面からの改革を進め、施策の重

点化を図ることなど持続可能な行財政基盤の確立を目指す。 

また、安定的な税源基盤の確保のため、経済活性化に向けた政策を検討する。 
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【 深刻な財政危機に対する着実な対応 】 

世界的な景気後退をはじめとした経済環境の変化などを背景に、県税収入の大

幅な減少に見舞われたことなどから、滋賀県の県債残高は平成２２年度末で１兆円

を超える見込みとなっている。これに加え、基金残高が今にも底をつくような状況と

なるとともに、平成２３年度以降も引き続き財源不足が見込まれるという極めて深刻

な事態に直面している。 

持続可能な行財政基盤を確立するためには、こうした事態を早期に解消する必

要があり、財政の健全化に向けた改革の道筋を示し、着実な対応を図る。 
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Ⅲ 改革の方策（実施項目） 

 

今回の行財政改革の実施にあたっては、改革の基本方針に沿って、可能なものに

ついては目標を設定し、次の６つの方策により進めることを望む。 

 

 1 地域主権改革に対応した行政を進める仕組みづくり 
 

  （1） 自らの地域のことは自ら責任を持って対応していく、地域主権型行政体制の整備を

進める。 

これからの地域主権時代を切り拓くとともに、自治の確立・基盤強化を図っていく

ために、情報共有や県民参画などの自治の基本原則、自治を担う者の役割と責任

等、自治体の仕組みの基本的ルールを掲げることについて検討されたい。また、地

域主権社会を実現するため、世論喚起も含めた積極的な政策提案に、一層励む必

要がある。 

これに加え、複雑、多様化する行政課題に迅速・的確に対応するため、知事のトッ

プマネージメントと併せて、管理職員はもとより全職員がマネージメント能力を高めつ

つ、組織力の最大化を目指した県政経営を徹底する。 

 

  （2） 県の自主性、主体性の拡大につながる地方税財政制度の実現に向けた取組を推

進する。 

  住民ニーズに的確に応え、効率的かつ効果的な行財政運営を進めていくために

は、地方自治体が自らの権限と財源で、地域に必要な施策を自ら主体的に展開して

いくことが望ましいが、現在、国と地方の最終支出と税配分には依然乖離があり、自

主財源の一層の充実強化を図ることが不可欠である。「三位一体の改革」で税源移

譲は一定実現したものの、地方交付税が大きく削減され、また、国庫補助負担金改

革では、未だ真に地方の自由度・裁量度が高まるものとなっていない。 

このことから、自主的な財政運営に資するよう、税源移譲や地方交付税の確保に

努めることが必要である。 

 

  （3） 国、県、市町の役割分担を踏まえた改革を推進する。 

市町村合併の進展に伴い、県内の基礎自治体の行財政基盤の整備も進展したこ

とから、国・県・市町の役割を一層明確にして、効果的な行政サービスを提供してい

く必要がある。県の担う役割としては、市町では担うことが困難な事務やより広域的で

専門的な行政需要に対応する事務・事業が基本となる。 

国と地方の役割分担に係る「近接・補完の原則」により、住民に身近な自治体の役



 10

割はますます大きくなることから、市町への権限移譲を円滑に進める必要がある。 

併せて、市町の裁量とその責任による、自主・自立の行財政運営が可能となるよう、

県補助金の「一括交付金化」のあり方についても、市町の意見を踏まえ検討を行う必

要がある。 

また、地域主権戦略会議では国の出先機関の廃止に向けた検討がなされている

ところであるが、県への事務移管、受入れにあたっては、県民の利益につながるかど

うかという視点でしっかりと見極め、地域において最適なサービス提供ができうるよう

必要な体制準備や具体的な方法について十分な検討を行う必要がある。 

さらに、国の出先機関改革による県への事務移管を見据え、県と市町がその担う

べき役割を改めて話し合い、県・市町の双方の施策や事業のあり方について、先に

実施した事業仕分けの成果も活用しつつ、県民等も含む公開の場での議論による

見直しに取り組まれたい。 

地域主権改革の項目の中にも、地方自治法の抜本見直しが掲げられており、前

倒し分として、地方自治法の一部改正法案の審議が先行して進められている。この

改正を見据え、地方の組織および運営に関する措置、例えば「行政機関等の共同

設置」について市町とも議論検討を進めることが必要である。 

さらには、関西全体の広域行政体として「関西広域連合」の設立準備が始められ

ているところであるが、県においても国の事務・権限等の受け皿としての機能面から、

長期的展望をもって参加への積極的な検討を進めるよう望む。 

 

  （4） 市町と信頼し、連携できる体制を創る。 

様々な行政課題に対して、県と市町が対等・協力関係のもとでそれぞれの役割を

果たしながら、協働して取り組んでいくことが重要である。県域での行政サービスの

最適化を図り、円滑な行政運営と市町との連携強化に向けて、県はこれまで以上に

市町との関係づくりに努める。 

 

 2 協働型の県行政を進める仕組みづくり 
 

  （1） 県民等との協働の更なる推進を目指す。 

個人の価値観や社会ニーズの多様化により公共サービスに関わる範囲も拡がりつ

つある。 

その一方で、社会的課題に対し自発的に活動する住民やＮP０、地域組織、社会

貢献や地域貢献に取り組む企業や大学など多様な主体が数多く現れ、公共サービ

スの担い手となりうる裾野も拡がっている。 

滋賀県においても「協働提案制度」を創設するなど県民等との協働を推進してい
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るところであるが、先に実施した事業仕分けの結果を利用しながら、「協働化テスト」

の実施など地域のニーズや課題に応じた協働のあり方についての検討を踏まえた

工夫や、庁内各部局の主体的な協働の推進につながるよう柔軟な仕組みへの見直

しに向けたさらなる改善が望まれる。 

さらに、協働型県政を進めるにあたっては、県民の視点に立ち、地域課題の解決

に向け最適な選択・決定に資するため、各部局が情報収集や県民等との対話、関

係機関との緊密な連携にも努めるなど、協働に関する職員の理解を深めることを目

指す。 

 

  （2） 協働の担い手を育む支援を進める。 

滋賀県においては、特定非営利活動法人の認証数が増加してきているものの、す

べての団体が強固な組織基盤を備えている状況ではないことから、より活動しやす

い環境整備や支援が必要である。 

また、まちづくり協議会など地域組織の活動も拡がりを見せていることから、協働の

担い手としてその力を高め地域づくりに活かす視点も重要である。 

一方、政府では、「新しい公共」を支える制度整備として、地域において活動する

ＮＰＯ法人等への支援（税制優遇策）の検討が行われている。こうした、国の支援措

置に呼応し、県としても多様な主体が活用しやすい制度基盤の整備に努める。 

また、「公益社団・財団法人」に係る地方税の寄附優遇措置の制度活用に向けて

も必要な条件整備を行う。 

  （3） 住民主体の「見える県政」を推進する。 

今後、増加していく社会的課題への対応にあたっては、住民自らが政策選択でき

る環境づくりが重要である。また、行政施策や県政が抱える課題について、住民や

多様な主体にとって、より身近なものとして意識を持ってもらうことが大切であることか

ら、行政運営に関する住民の現状認識と参画が促進されるよう、情報公開制度、県

民等との対話の機会、行政サービスの値札表示などを一層充実するとともに、施策

の構築や予算編成など各般にわたり「見える県政」を推進する。 

  このような「見える県政」を推進することによって、県内に協働の活動が活発化し、

住民参画による施策展開の可能性が高まるであろう。 

 

  （4） 行政以外の多様な主体の力を積極的に活用する手法を導入する。 

企業など多様な主体が有する力や事業手法に関する強みを行政の分野にも

積極的に活かすべく、「市場化テスト」など既存の制度活用を含め導入の検討

を進める。 
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 3 効率的な行政運営体制の整備と組織の活性化 

 

  （1） 簡素化・スリム化、必要な行政課題に対応する組織整備と定員管理の適正化を図

る。 

地域主権改革の趣旨を踏まえ、県の役割を再度検討し、施策全般について見直

しを行うとともに、これまで以上に県の組織、体制をスリム化し、効率的な組織運営シ

ステムの構築を進める必要がある。 

併せて、協働型社会の推進や国の出先機関改革に伴う体制整備に向けて、効果

的な組織のあり方についても検討を行う必要がある。 

また、適正な定員管理と併せて、職員の各種手当についても見直しを行う必要が

ある。 

なお、スリムで効率的な組織体制にあっても、将来にわたって、県の役割を果たせ

るよう、継続的な採用、人事管理、人材育成を行うなど高い専門性と実務能力を備え

た人材を確保し、併せて早期退職制度を活用するなど安定した組織力の保持と県

組織の活性化を図る。 

 

  （2） 地域の課題を解決できる政策形成能力の高い職員の育成強化を図る。 

地域主権改革の趣旨を踏まえ、職員においては、決められたとおりの基準や手続

きに従って処理する他律的な仕事のやり方から脱却することが求められる。今後、地

域主権改革が進展し、自治体の自由度が高まってくると、自治体の政策づくりはます

ます重要となることから、地域の課題を汲み上げ、創造的な施策を立案し、効率的、

効果的に業務遂行にあたるなど、自ら考え行動する職員への転換を目指し、人材育

成策の強化を図る。 

 

  （3） 目標の明確化、課題解決型の業務執行などによる組織力の最大化を図る。 

県政経営の着実な推進を図るため、目標を明確に提示し、進むべき方向へ施策

展開を図れるよう組織として集中的に取り組む。また、県民の視点や感覚を磨き、現

場主義の徹底を図る観点から、地域課題の発見と解決能力の向上に資するため、

職員の派遣などを通じて引き続き人材育成に努めることが必要である。 

さらに、組織の力を最大限に発揮するため、職員の士気向上を図る観点から、職

員と知事との意見交換も活発に行われたい。また、やりがいや充実感を感じながら働

き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても子育て期、中

高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できるワーク･ライ

フ･バランス推進の観点からも、県職員が率先して多様な働き方の実践に努め、その

能力を最大限に活かす取組を進めていく必要がある｡ 
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 4 財政の健全化 
 

  （1） 県の担うべき役割や事業の優先度等を踏まえた歳出改革を推進する。 

平成１０年度以降、数次にわたる財政構造改革により人件費や事業費の削減が徹

底して進められたが、平成２３年度以降も歳出の見込みに対し、歳入の見込みは限

られ、この厳しい財政状況に対処していくためには、改めて歳出全般にわたる改革

が不可避と認められることから、収支改善の目標数値など改革の道筋を明らかにし、

大胆かつ着実に進めていく必要がある。 

そのためには、県が実施しているすべての施策・事業について、これまでの取組

に加えてさらに一層の見直しを断行する必要がある。また、限られた財源の中で財

政の健全化を進めていくためには、課題の緊急度等を勘案し、今、県としてどうして

もやらなければならない事業に限るなど大骨を抜くような事業の見直しや一時休止を

検討し、施策や事業を厳選していくことが必要不可欠となることから、効果的な見直

しを進めるためにも、新たな基本構想に掲げられた政策や施策を踏まえ、優先度を

明確にした重点化を徹底する。 

併せて、知事部局や行政委員会組織についても徹底した見直しや業務量に見合

った適正な定員管理に努め、総人件費の抑制策を検討する。 

一方、病院事業や工業用水道事業など地方公営企業等についても、効率的な運

営の徹底や事業量の適正化に努めることにより経営の健全化を目指し、事業の活性

化を図っていく必要がある。 

    

  （2） 自主財源確保の取組と経済の活性化を推進する。 

持続可能な行財政基盤の確立に向けては、歳出面の改革に加えて、安定した歳

入の確保、さらには積極的な歳入増収策の検討が必要である。このことから、滞納整

理の取組の一層の強化による税収の確保や貸付金等未収債権の徴収、未利用県

有地の売却や利活用策など財源の確保に努める。また、行政サービスの提供に必

要な税負担の関係を踏まえ、現在の琵琶湖森林づくり県民税に加え、超過課税

の導入など課税自主権のさらなる活用に向けた検討に取り組まれたい。 

加えて、県税収入の増収を図るため、積極的かつ精力的な企業誘致を進める。 

また、人と人がつながる事業、成長が見込まれるサービス産業、水と緑の雇用事

業により、誇りといきがいが生まれる雇用の創出につなげるとともに、これらの事業や

多様な主体によって創り出される新しいサービス市場を通じて、地域の産業連関が

高まり、地域経済が活性化されるよう取り組む。 
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 5 「外郭団体および公の施設見直し計画」の着実な推進 

 

   （1） 外郭団体の在り方について見直しを推進する。 

公社・事業団等外郭団体は、県の施策展開と関連して事業実施してきたことから、

各団体の機能や役割によって差異はあるものの、県はこれまで必要に応じて人的あ

るいは財政的支援を行い、関与してきた。 

しかしながら、近年、県の厳しい財政事情や外郭団体を取り巻く大きな環境の変

化に鑑み、改めて、今日的視点から外郭団体のあり方や県の関わり方について、見

直しを行っていくため、昨年当委員会からの提言に基づき、計画が策定されたところ

である。 

ついては、この「外郭団体および公の施設見直し計画」（平成２１年１２月）の視点

を踏まえ、外郭団体の見直しの取組を着実に推進する。 

  （2） 「公の施設」の見直しを推進する。 

公の施設については、これまでにも、施設の廃止等、見直しに取り組まれてきたと

ころである。 

しかしながら、県が本来担うべき役割に照らし、ソフト施策も含めたより効率的かつ

効果的な施設運営という観点に立って、施設の必要性を含め、その在り方について

抜本的な見直しを行っていくため、昨年当委員会からの提言に基づき、計画が策定

されたところである。 

ついては、この「外郭団体および公の施設見直し計画」（平成２１年１２月）の視点

を踏まえ、公の施設の見直しの取組を着実に推進する。 

加えて、今後の見直しにあたっては、これまで培われてきた知的財産や人材など

の蓄積が活かされる方策についても配慮することが必要との意見もあったことを申し

添える。 

 

 6 業務改善の推進 

 

  （1） 電子化、共通化、一元化による業務改革を推進する。 

      厳しい収支見通しの下、今後とも県がその責務を果たしていくためには、限られた

経営資源をできるだけ有効に活用できるよう、業務遂行方法を不断に見直すことが求

められる。契約事務や総務事務をはじめとする内部管理事務は勿論、すべての事務

について、全庁的な視点から業務の最適化が図られるよう、電子化、共通化、一元化

ができないかの見直しを行うことが必要である。 
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  （2） 必要な行政課題に対応するため、部の枠組みを超えた業務遂行方法を構築する。 

      国においては各省庁の過剰な管轄意識によって行政サービスが非効率に陥る縦

割り行政の弊害がしばしばみられるが、県においても部局間で同様の問題があると指

摘される。 

地域の課題を自らの責任で解決していく必要があるこれからの地域主権時代にお

いては、部局の枠にとらわれず、より総合的、効率的に業務を遂行する必要がある。 

ついては、県政全般に関わる課題について、組織目標の決定、施策の構築や遂

行、予算の編成などのあらゆる場面で従前の仕組みにとらわれることなく、部局の枠

組みを超えた全庁的な視点による政策決定や施策遂行などを図る。 
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Ⅳ 提言の実現にあたって 

 

～ これら行財政改革を進めるにあたって ～ 

県政の主役は、県民です。 

地域主権時代を切り拓くためには、県民それぞれが自らの役割と責任を担いながら、

社会的課題に向き合うなど地域のことは地域でつくりあげていくという気概をもつことが

大切です。 

県民一人ひとりが、地域づくりに主体的に参画し行動することで、個性豊かで活力あ

る地域社会を築くことができます。 

そのために、県は行財政改革の必要性について、県民に説明責任を果たすととも

に、公共サービス分野に関する受益と負担の関係についての議論を深めていただくこ

とも含め、県民に正しい理解をいただくことが大切です。 

 

 

～ 提言の実現にあたって ～ 

  この提言の趣旨に沿って、概ね４年間を目途として、明確な目標を掲げた行財

政改革方針および実施計画を策定し、実現に向けて着実に取り組まれることを期

待する。 

なお、改革の取組にあたっては進行管理を行われたい。 

また、この方針の取組期間は４年間とするが、取組期間内においても本県の行財政

を取り巻く環境に著しい変化が生じた場合は、適宜見直し検討を行われたい。 

 

 


