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１ はじめに 

 

少子化や高齢化社会が進展している中、国と地方を合わせた長期累積債務が平成

17 年度末には 774 兆円に達する見込みとなるなど、国、地方を通じた財政状況は

厳しさを増しています。 

また、地方分権改革、規制改革、三位一体改革など、地方を取り巻く環境は大き

く変わってきており、私たちは、地方分権社会に対応すべく、自主自立の地域経営

を進めていかなければなりません。 

このような状況の中で、生活圏を同じくする 14 の市町村が平成 17 年 1 月に合併

を行い、新上越市の発展を目指して歩み出しました。気象条件や地理的条件など

日々の生活環境は異なっても、そこに暮らす人々が「合併してよかった」と実感で

きるよう、地域に愛着と誇りを持ち、安心していきいきと元気に暮らせるまちをみ

んなでつくりあげていきたいと考えています。 

 そのために、市は、市民が必要なときに最適なサービスを最小の経費で提供でき

る行政体質に改革していく必要があります。このことから、なによりもまず市の行

政運営をしっかりと改革するため、第 3次上越市行政改革大綱と推進計画を策定す

ることとしました。 

 改革推進にあたっては、市民に積極的に情報を提供して理解の促進に努めながら、

個々の事務事業はもとより施策や政策レベルに至る行政運営全体を目標追求・成果

重視型に転換し、行政サービスの維持、向上に努めます。そのために、継続的な改

善を進める管理システムを定着させるとともに、経営層をはじめ職員全員が改革的

な思考に基づき自由闊達な議論を行い、常に改善を進めていく職場風土を構築し、

全庁一丸となって取り組みます。 

 一方、これまで公共分野は、行政がその全てを担うとの考え方が一般的でしたが、

最近では市民一人ひとりが自分の課題として認識し、考え、そして主体的にまちづ

くりに取組み、今暮らしているまちをみんなでより良くしていこうとする気運が高

まっています。 

 そういった市民の自主性に基づく公共分野における取組みについて一層の活性

化を助長しつつ、市民と行政とが対等な立場で共通の課題に連携して取組む「協働」

の機会を的確に捉え、積極的に推進していきます。このことは、公共サービスの質

的向上につながるとともに、結果として市が担う公共サービスの範囲の縮小に通じ

ることでもあります。 

 以上のような視点に基づき不断の改革を推進しつつ、特に今回の第 3次大綱にあ

っては、向こう 5年間の取組みとして、職員の意識改革をはじめとする行政運営の

改善や財政状況の改善を最優先課題として捉え、より即効性と実効性が見込まれる

改革を着実に推進します。 
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２ 行政運営上の現状と課題及び大綱改訂の背景 

これまで上越市の行政改革は第 2 次行政改革大綱（平成 16 年 3 月策定）に基

づき取組んできましたが、以下の状況を踏まえ、このたび第 3次行政改革大綱を

定めて積極的に行政改革に取組むものです。 

 

（１）地方を取り巻く環境 

 少子化・高齢化・人口減少社会が進む中、税収の落ち込みが懸念されるととも

に、社会構造の変化等に伴う歳出増加が想定されます。また、長引く構造不況の

中で実施されてきた景気浮揚策で累積した債務により、国においても地方におい

ても財政状況の硬直化が大きな問題として重くのしかかっています。このため、

将来世代へ負担を先送りすることのない健全な行財政運営の確立が急務となっ

ています。国では三位一体改革などの取組みを進めており、地方もより一層財政

面での自立が必要になっています。 

 

（２）市町村合併 

平成 17 年 1 月、14 の市町村による全国最大規模の合併が実現しました。 

合併の目的は、生活圏を共にする上越地域の市町村が団結し、地域の個性や

様々な資源を生かしながら、効率化すべきところは効率化し、地域全体の活力の

向上を目指そうというものです。 

一方、合併後の上越市の行政運営を検証してみたとき、歳入に占める市税の比

重が下がり、自主財源の比率が相対的に低下するとともに、少子化や高齢化の進

展による財政圧力の高まりに加え、人口の減少＊注１に伴う税収の減少が懸念され

るなど、財政基盤の自主性自立性をいかに確保していくかが課題となっています。

また、合併に伴い行政組織が大きくなり、簡素で迅速な執行体制の確保も必要と

なりました。さらに、過疎化が進む中山間地の地域の振興を図ることも当市の重

要な課題です。 

 

（３）財政の課題 

①将来的な収支不足 

市の平成 16 年度一般会計決算の実質収支は約 16 億円の黒字でしたが、年

度間の収支の増減要因を除いた実質単年度収支＊注 2は、約 27 億円の赤字とな

っています。これは、国と地方の税財政改革（三位一体の改革）の実施に伴

い地方交付税等が大幅に減額されたため、財政調整基金を取り崩して対応し

たことが主な要因ですが、歳入の大幅な増加が見込めない状況であることか

ら、歳出の抜本的な見直しが必要です。 

なお、平成 17 年 7 月に試算した市の中期的な財政収支の見通しでは、仮に

財政構造の見直しや各種事業費等の見直しを行わず現状のまま推移すると、

平成 22 年度までの毎年度において収支不足が予測されたことからも、直ちに
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着実な対応が必要です。 

 

②地方交付税の減額 

合併に伴う財政上の特例として、15 年間は地方交付税において優遇措置が

なされることとなっていますが、合併後 11 年目からは特例措置が減額されて

いきます。そのことを前提に、できるだけ早くそれに備えた体制を整えること

が必要です。 

 

  ③市債（市の借金）残高が多額になり財政の硬直化の一因となっている 

国や地方自治体は、道路や建物など様々な施設等の建設費に充てるため借

金をしていますが、これは、単年度に大きな負担とならないよう財政負担を

平準化するとともに、それらの施設が現在の世代だけではなく将来の世代か

らも利用されることから、現在と将来の両世代から経費負担をしてもらうと

いうねらいがあります。 

しかしながら、国と地方自治体の借金残高は、バブル景気の崩壊以降、景

気浮揚策として実施してきた積極的な公共事業により増え続け、平成 17 年度

末には約 774 兆円に達する見込みです。 

当市も例外ではなく、平成 17 年度末現在の一般会計の借入金残高は約

1,146 億円となっており、その返済にかかる公債費が嵩み、財政の硬直化の

一因となっています。 

 

④土地開発公社が抱えている多額の土地 

上越市土地開発公社は、上越市が全額出資して設立した法人です。主な業務

は、市の依頼に基づいて必要な土地を購入することや企業団地を造成し販売す

ることなどです。 

公社の平成 16 年度末における土地保有の状況は、土地面積で 392ha、金額（簿

価）で 315 億円を保有しており、経営状況を測定する指標値（設立団体の標準

財政規模に対する公社の土地保有総額の割合。国が示した指標。）をみると、

健全経営とされる 25％を大きく上回る 62.9％となっています。 

この多額な土地保有の原因は、特に平成 10 年度から 13 年度の間に、市の施

策によって積極的な取得を進めたことによります。 

これに対応するため、公社では中期経営計画を策定し、保有する土地の処分

と経営改善に努めてきましたが、厳しい財政状況から市の買取りが思うように

進まなかったことや民間における土地需要の低迷などもあり、土地の処分が進

んでいないのが現状です。 

公社が保有する土地の資金は、金融機関からの借り入れに拠っており、市債

と同様、借入利率が上昇し始めると最終的に買取りをする市の財政を圧迫する

こととなることから、この土地の売却が急務です。 
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（４）業務執行上の課題 

 市では、ＩＳＯ14001 の認証を取得し、環境改善活動についてＰＤＣＡサイク

ルによる管理を行ってきましたが、市の事務や事業全般の執行にわたって、その

意義を職員が等しく理解し、本質を踏まえて十分に応用してきたとは言えません。 
 例えば、目的の実現のために目標を設定し、その目標達成のための手段を講じ

るという意識や取組みが不十分であったり、取組み成果を適切に測定できるよう

な目標を設定できなかったり、時には事業を実施すること自体を目的化したりす

るケースもあったことは否めません。 

 

（５）第 2次行政改革大綱及び行政改革推進計画の課題 

市の行政改革の取り組みを評価する行革市民会議において、第 2次行政改革大

綱及び行政改革推進計画について、「行政改革の具体的な達成目標が明快になっ

ていない面があることから、取組みの成果を把握できないので、改善すべきであ

る」との指摘を受け、目的の明確化、数値化など分かりやすい目標設定、目標と

手段の関係の明確化などが必要となりました。 

 

（６）国、地方全体の動き 

国からも地方全体の行革を推進する立場から、平成 17 年度中に自治体ごとに

集中改革プラン＊注 3を策定するよう求めてきました。行政改革は、本来的には自

治体ごとの課題に応じて、独自に取り組むべきことですが、すべての地方自治体

との比較を可能にする、という集中改革プラン策定の意義も考慮し、参考になる

ものは積極的に取り入れ、より実効性のある行政改革の取り組みを加速する必要

があります。 
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３ 行政改革の目的 

  市が目指すところは、いうまでもなく、すべての市民が安心して、いきいきと

元気に暮らせるまちをつくりあげていくことです。 
すなわち、市民の「自分の住むまちは自分で良くしていきたい」という熱い想

いと行動に支えられながら、「住みよいまちだ」、「これからもずっとこのまちで

暮らしていきたい」と実感してもらえるよう、日常生活に不可欠なサービスを安

定的に提供すること、時々に発生する緊急課題を的確に解決するための対策を速

やかに実施すること、さらに、将来に向けた明るい展望を切り開く施策やサービ

スをしっかりと提供できるようにする必要があります。 
そのためには、市は、市民ニーズを的確に把握し、常に課題や不具合を改善し

続け、必要なときに最適なサービスを最小の経費で提供できる体質にしなければ

なりません。 
また、こうした施策やサービスを提供していくための市の財政状況は、年々硬

直化して柔軟性が失われてきています。少子化や高齢化の進展と右肩上がりの経

済成長が終わったことへの対応が遅れれば、必要なサービスも提供できなくなっ

てしまう恐れがあります。 
市は、市の使命を果たすために、厳しい財政状況にあるからといって、「無い

袖は振れない」と現状に甘んじるのではなく、自らの知恵と工夫で必要な公共サ

ービスを提供できるような柔軟性のある財政構造にすることが喫緊の課題です。 
このことから、上越市の行政改革は、自主自立の財政基盤を確立し、最小の経

費で最大の効果を上げる行政運営を実現することを目的とします。 
この目的を達成することで、市は真に求められるサービスを適切に提供できる

ようになり、その結果として、市民が、安心していきいきと元気に暮らし続ける

ことができるまちを実現します。 
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４ 行政改革を推進するにあたってのポイント 

 ○ 職員の意識改革（自由闊達な職場風土の醸成と顧客サービス意識の徹底） 

 行政改革を確実に実行していくためには、何よりも職員一人ひとりの意識改

革が必要不可欠です。前例踏襲による「既存の事務事業ありき」といった体質

を改め、まちづくりの目的と政策目標を達成するために仕事をするということ

をより強く認識し、市民ニーズを的確に捉え、無駄をなくし、効率的に仕事を

進めるように常に改革を進める必要があります。そして、自由闊達な議論の下

に、互いに切磋琢磨し、目標の達成に喜びを感じあう職場風土を醸成する必要

があります。 
また、市民に満足度の高いサービスを提供するには、サービスを供給する側

の立場からではなく、徹底してサービスの受け手の立場に立った政策の立案と

実施が必要です。市役所もサービス業であるという基本的な認識の下、顧客ニ

ーズを的確に把握し、常に顧客の立場に立ったサービスが提供できるよう意識

改革が必要です。 

 

○ 継続的な改善を進める管理システムの定着 

 職員一人ひとりの意識改革を進め、行政改革を確実に実行していくためには、

個々の事務や事業はもとより、より大きな政策レベルを含む市政運営全般にわ

たり、現状を把握し、次への改善を進めていく管理システムが必要です。その

システムとして、「ＰＤＣＡサイクル」があります。 

 ＰＤＣＡサイクルとは、Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action

（改善）の一連の流れを繰り返しながら、継続的な改善を進めていくシステム

です。 

具体的には、事務、事業や政策について、現状を把握し課題を認識します。

それを「どのような状態に変えるのか」という目的や目標を突き詰めて考え設

定し、その達成のために適切な取組み（手段）を選択しながら計画を立案し、

日々の仕事を進捗管理しつつ目標の達成に努めます。そして、取組みの結果を

振り返り、目標と成果の差異（過不足）を確認し、次への改善の取り組みを立

案するという流れです。 
すべての職員がＰＤＣＡサイクルに対する理解を深め、しっかりと習得する

ため、継続的な研修はもちろんのこと、現場での業務執行を通じた取組みが必

要です。 

これまで市では、環境管理システムの国際標準規格であるＩＳＯ14001＊注 4

により環境改善活動を切り口としてＰＤＣＡサイクルによる管理を実施して

きましたが、同様にＰＤＣＡサイクルを使いサービス品質を管理・保証するた

めのシステムとして国際標準規格ＩＳＯ9001＊注 5があります。この規格は、顧

客満足度の向上を図るため個々のサービスの品質に加え組織経営の仕組みそ

のものを対象として継続的に改善していくものであることから、行政運営の体

質改善という行政改革の考え方と一致しています。このため、今後はＩＳＯ
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9001 の考え方を活用し、市の行政運営全般に徹底してＰＤＣＡサイクルの定

着を図り、質の高い公共サービスを提供していくための行政運営とする必要が

あります。 

 

○ 民間活力の利用 

当市においても施設管理における指定管理者制度の活用などを始めとして、

これまで民間活力を積極的に利用してきました。今後もサービスの向上と経費

の削減のため、様々な分野における民間活力の利用を積極的に推進する必要が

あります。 

現在、国では民間活力をより一層利用する観点から市場化テストの試行を行

っています。当市においてもこうした新しい手法を積極的に取り入れ、行政改

革を推進していく必要があります。 

 

○ 市民への積極的な情報提供と理解の促進 

行政改革の取組みは、より良い公共サービスの実現と効率性の向上を目指す

ものですが、同時に受益者負担の適正化やサービスの見直しなどを伴います。 

このため、改革推進に際しては、積極的に情報提供を行い、市民の理解を得

るよう十分な説明を行うと共に、ともに代替案の検討を進める配慮が必要です。 

 

○ 市民のまちづくりへの参画促進 

市民本位のまちづくりの推進にあたっては、市民と行政との協働によるまち

づくりが不可欠となっています。その基本は、市民、地域、ＮＰＯなどの様々

な主体が、それぞれの活動目的や行動原理に基づいて活動を活発にする中で行

政との接点を見出し、自らの活動の延長線上において公的な役割を行政と共に

担っていくことにあります。 

このことについては、市民一人ひとりが市の課題を自らの課題として認識し、

考え、そして主体的にまちづくりに参加し、今暮らしているまちをみんなで支

える姿勢を持つことが基本となります。その一層の促進を図るため、協働のル

ール作りや意識啓発を推進していく必要があります。 

 

 
以上のようなポイントを踏まえ、具体的な取組みを定めます。 
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５ 目的達成に向けた目標と取組 

（１）全体構成 

行政改革の目的を達成するためには、行政運営の基盤である執行体制の整備と

財政状況の改善を最優先課題として、重点的に進める必要があります。ついては、

合併による特例措置が終了し地方交付税が減額される 15 年後に備え、いち早く

自立可能な財政構造を確立するために、以下のとおり平成 22 年度までに達成す

べき目標を設定し、目標達成のための具体的な取組みとして、行政改革推進計画

を構築します。 

行政改革推進計画では、目指すべき大目標を掲げ、その達成のための重点取組

及び具体的な取組項目を相互に関連付けて構成しました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４つの大目標 
1 効率的で効果的な行政運営の確立 
2 実質的な単年度収支の黒字化と貯金 27 億円以上の維持 
3 借金残高（通常分の市債）50 億円の削減 
4 土地開発公社の保有土地 125 億円の削減 

行政改革の目的 
自主自立の財政基盤を確立し、最小の経費で最大の効
果を上げる行政運営を実現することを目指します 

１４の重点取組 ４つの中目標 

27
の
具
体
的
な
取
組
項
目 

1 行政運営の改
善に向けた体
制整備 

2 歳入の発掘と
確保 

3 新たな行政
需要に応え得
る財政構造の
確立に向けた
歳出の見直し 

4 土地開発公
社の保有土地
125 億円の削
減 

14 土地開発公社が保有する土地の積極的な買戻しと
売却等 

6 税と使用料の滞納分の徴収促進 
7 受益者負担の適正化 
8 市の様々な資源等を用いた歳入増加 

9 市の固定資産の売却及び貸し付けによる歳入増加 

10 事務事業の再編と整理、廃止と統合 
11 業務執行経費の縮減 
12 職員数の削減による人件費削減 
13 給与等の見直しによる人件費削減 

1 職員の意識高揚と資質向上 
2 ＰＤＣＡサイクルに基づく業務執行の定着 

4 簡素で機能的な組織機構の構築 

3 重点政策に的確に予算を配分する予算編成の実施 

5 第三セクターの経営改革 
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（２）行政改革の大目標 

行政改革の目的を達成するために、平成 22 年度までに達成すべき目標として

4つの大目標を設定しました。 

 

 
 
市民が必要なときに最適なサービスを最小の経費で提供できる行政体質に

するために、目指すべき行政運営の姿として、職員と組織が、常に改善を行い

ながら効率的に業務を執行し、効果の高いサービスを実施する行政運営を目指

して設定しました。 

 

  
 
 
予算編成の際に守るべきルールとして設定しました。 

毎年度の歳出を毎年度の歳入で賄うことは自治体経営の基本です。 
災害対応などの特別な場合を除き、安易に財政調整基金を取り崩さず、通常

の歳出はその年度の歳入の範囲内で抑えることが必要です。 

財政調整基金については、緊急時においても十分な対応ができるよう、標準

財政規模の 5％である 27 億円以上を維持します。 

 

 
 
 

多額の市債は財政の硬直化につながり、弾力的な財政運営を損なうことから

特に優先して改善すべき取組みとして設定しました。 

このため、市の通常分の市債について、返済額よりも新規借入額が上回らな

いことを基本として残高を削減します。 

 

 

 

 

当市の土地開発公社は、市の債務保証によって金融機関から資金を借り入れ

ながら土地を購入し、平成 16 年度末で約 315 億円（簿価）、平成 17 年度末の

見込みで約 295 億円（簿価）の土地を保有しています。借入金の利率が上昇す

ると市の財政を圧迫することから、公社の経営健全化を早急、かつ、重点的に

進めるため、保有土地の買戻しや売却等を進めます。 

 

大目標１ 効率的で効果的な行政運営の確立 

大目標２ 実質的な単年度収支の黒字化と貯金 27 億円以上の維持 

大目標３ 借金残高（通常分の市債＊注 6）50 億円の削減 

大目標４ 土地開発公社の保有土地 125 億円の削減 
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（３）行政改革の中目標と重点取組 

4 つの大目標の達成に向け、以下の 4つの中目標を設定するとともに、それぞ

れの中目標の達成に向けて 14 の重点取組を掲げました。 

 

 

大目標１を達成するための目標として設定しました。 

「効率的で効果的な行政運営」の確立のためには、職員の意識改革と組織機

構の整備が不可欠なことから、中目標として「成果の獲得を追求し、目的と目

標を的確に設定する意識の定着」と「各種政策や課題に対して有効な意思決定

が迅速にできる機能的な組織機構の構築」を目指して設定しました。この目標

の達成のために、次の点を重点的に実施します。 

 

目標達成のための重点取組 

・ 職員の意識高揚と資質向上 

・ ＰＤＣＡサイクルに基づく業務執行の定着 

・ 重点政策に的確に予算を配分する予算編成の実施 

・ 簡素で機能的な組織機構の構築 

・ 第三セクターの経営改革 

 

 

 

  
 

全ての大目標の達成のための取組みとして、歳入面での取組みの目標とし
て設定しました。 
税収の落ち込みや地方交付税の減額が予想される中、市政運営の根幹とな

る自主財源の確保が重要です。各種産業の振興など地域経済の活性化による
財源涵養の取組みは、今後もまちづくりの重要テーマとして進めていくこと
とし、行政改革の取組みでは、次の点を重点的に実施します。 
 
目標達成のための重点取組 

・ 税と使用料の滞納分の徴収促進 

・ 受益者負担の適正化 

・ 市の様々な資源等を用いた歳入増加 

・ 市の固定資産の売却及び貸し付けによる歳入増加 

 

 

中目標１ 行政運営の改善に向けた体制整備 

中目標２ 歳入の発掘と確保  
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中目標２と同様に、全ての大目標の達成のための取組みとして、歳出面で

の取組みの目標として設定しました。 

 限られた財源の中で、その時々の状況に求められる新たなサービスを適切

に提供したり、財政基盤を強化するために市債返済や財政調整基金等の積立

に活用したりすることのできる財源を十分に生み出すため、弾力的な財政構

造を目指します。 
 
目標達成のための重点取組 
・ 事務事業の再編と整理、廃止と統合 
・ 業務執行経費の縮減 
・ 職員数の削減による人件費削減 
・ 給与等の見直しによる人件費削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 土地開発公社が保有する土地の処分については、直接的に市の歳出の削減に

は貢献しませんが、金利負担が年々累増するとともに、仮に公社の資金繰りが

悪化し、借金の返済が滞った場合には、公社の負債を市が負担しなければなら

ないことから、将来的な財政負担を未然に防ぐために、早期売却等に向けた取

組みを行います。 

  
目標達成のための重点取組 
・土地開発公社が保有する土地の積極的な買戻しと売却等 

 

中目標４ 土地開発公社の保有土地 125 億円の削減 

中目標３ 新たな行政需要に応え得る財政構造の確立に向けた歳出の見直し 
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６ 推進体制 
 
行政改革は、すべての職員、組織が日々の仕事の中で常に改善の意識を持って

取り組み、全力をあげて推進します。 
庁内全体の進捗管理は「行革推進本部」が統括し、その事務局を行革担当部署

が担います。 
行革担当部署は、進捗を定期的に管理する仕組みを作り上げ、適切に管理しま

す。また、各課と話し合って目標達成に向けた有効な取組みを見出したり、さら

なる改善を導き出したりするなど、目標の達成に関与します。 
行政改革の取組みは、広く市民に影響を与えることから、多くの市民から意見

をいただきながら進めていく必要があります。 
このことから、市の行政改革の進捗状況について、議会からの指摘や意見はも

ちろんのこと、市政モニターや市ホームページを活用して、多面的な視点から多

種多様な意見をいただきます。 
市民の意見を市が総合的な視点で分析して反映することにより、市民から納得

いただけるような行政改革の取組みを推進していきます。 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（計 画） 

Pｌａｎ 

 
（実 行） 

Dｏ 

 
（点 検） 

Ｃｈｅｃｋ 

 
（見直し） 

Ａｃｔｉｏｎ 

取組実施 

行革推進本部 
○定期的に全体の進捗状

況をチェックする。 

事務局 

情 報 

○推進計画は、18 年度から 22 年度の 5
か年実施。 

○毎年、「計画・実施・点検・見直し」
のサイクルのもと、取組を進める。 

○取組の所管部局は毎月進捗状況をチ
ェックする。 

○推進計画の進捗状況を公表するこ

とにより、市民から意見･提案をい

ただく。 

○いただいた意見･提案は、見直しに

反映する。 

市ホームページ 

実
績
報
告 

進
捗
管
理 

意見・提案 

報 

告 

意
見
・
提
案 

○取組状況を定期的に

取りまとめ、本部に示

す。 

○取組状況が適当でな

い場合は、改善など適

切に関与する。 

市 
 

○推進計画の進捗状況

を報告し、意見･提案

をいただく。 

○いただいた意見･提

案は、見直しに反映

する。 

 

議 会 

○推進計画の進捗状況を報告し、意

見・提案をいただく。 

○いただいた意見･提案は、見直しに

反映する。 

市政モニター 

調 査 意見・提案 

監
査 
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用語等の説明 

 
＊注 1 平成 17 年 10 月 1日現在上越市の国勢調査人口：208,083 人 
  （対平成 12 年 10 月 1日△3,787 人、△1.8％） 
 
＊注 2 実質収支の中には、前年度以前からの収支の累積に係る部分と基金の増減等の実質

的な収支の黒字要素や赤字要素が含まれていることから、単年度の要因だけを分析
するために、実質単年度収支が利用される。 
実質単年度収支＝当該年度実質収支－前年度実質収支＋基金積立金 
        ＋地方債繰上償還額－基金取崩額 

 
＊注 3 平成 17 年 3 月 29 日付け総務事務次官名で通知のあった「地方公共団体における行

政改革の推進のための新たな指針の策定について」の中で、おおむね平成 21 年度ま
での行政改革に関する具体的取組を平成 17 年度中に策定し、公表するよう求めてい
る。 

 
＊注 4 ＩＳＯ14001 は、組織の活動やサービスが環境に与える負荷について、それを低減

する取組みを改善していく仕組みの継続的運用に関する世界共通のルールとして、国
際機関である国際標準化機構（ＩＳＯ）が定めたもの。 

 
＊注 5 ＩＳＯ9001 は、サービス等の品質管理と品質保証に関する世界共通のルールとして、

国際機関である国際標準化機構（ＩＳＯ）が定めたもの。 
この認証を取得することは、絶えず変化する顧客ニーズに応えるために、ニーズの

把握からサービスの提供に至るプロセスを継続的に改善していくための品質管理と保
証の体制が、国際標準を満たした仕組みであると認められることを意味する。 

 
＊注 6 通常分の市債とは、主に臨時財政対策債以外の市債。各種公共施設等の建設事業な

どの財源として発行するもの。 
  参考：臨時財政対策債とは、国から入る地方交付税の代わりに地方自治体が発行する

もの。臨時財政対策債の元利償還金については、その全額が後年度の普通交付
税で充てられることとなっている。 
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