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本市では、まちづくりを進めるうえでの車の両輪をなすt)のとして、
市のすべての計画の中で最上位に位置付けられる「燕市総合計画」（以下、
「総合計画」という。）と「燕市行政改革大綱」（以下、「大綱」という。）を
策定し、市の目指す子どもたちが未来への夢や郷士への誇りを持てるような

「日本一輝いているまち燕市｣の実現に向けて各種施策に取り組んでいます。
これまで、平成２０年度から平成２３年度までを計画期間とする前期実施
計画を定め、大綱の理念に基づき行政改革の着実な推進に取り組んできまし
た。

本計画は、前期実施計画期間の終了及び燕市を取り巻く状況の変化等を

踏まえ､大綱の後期計画期間において行政改革を進めるにあたっての基本と
なる考え方や推進項目、具体的な取組内容を定めるものです。
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1il1i2・計画の期間
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大綱の計画期間は、総合計画の計画期間と合わせて、平成２０年度から
平成２７年度までの８年間となっています。

８年間の計画期間を前期と後期の各４年間に分け、このうち平成２４年度
から平成２７年度までの４カ年が後期実施計画の計画期間となります。
平成２３年度をもって終了した前期実施計画の成果を活かし、行政改革の
より一層の推進を目指します。．

行政改革大綱と総禽計蔵の計画期|露
期鴬

平成
２０年度

2＄年度

２２年度
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農期蕊承謙暹

行政改革
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実?総計画

.行政改革大綱
●

(後鱸鍵轍譲露〉

前期実施計画

１

２７年度

第１章計画策定にあたって

３.これまでの取組
前期実施計画の期間中、各実施項目の進捗状況を所管課が評価し、その

評価や進捗度合に基づいて取組の推進を図り、実施項目の見直しを適宜
行ってきました。

また、学識経験者や市民で構成する「燕市行政改革推進委員会」を毎年度
定期的に開催し、取組状況の報告や進捗状況についての提言をいただくなど、
第三者の視点を取り入れながら行政改革の推進に取り組んできました。

その結果、定員適正化の着実な実施、職員のコスト意識の向上や時間外
勤務の縮減など、一定の成果を上げてきました。
しかし、前期実施計画の中には今後も積極的に取り組むべき課題も残され

ており、さらには燕市を取り巻く状況の変化を踏まえた新たな課題に対応
するため、更なる行政改革に向けた取組が必要となっています。

４.計画策定にあたっての基本的考え方
（１）大綱の４つの基本理念の継承

今後の行政改革を進めるにあたり、大綱の策定段階において市民検討
組織「燕市まちづくり住民会議（100人委員会)」において協議を重ねて
作り上げた４つの基本理念を継承します。

＜４つの基本理念＞
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（２）前期実施計画の実施項目の絞り込み

前期実施計画では、５つの大項目と２２の中項目から成る推進項目を

掲げ、そこに実施項目を加えた計画の体系は非常に多岐にわたるものと
なっていました。

また、市民が主体のまちづくりを進めるための基本ルールとなる「燕市
まちづくり基本条例」を平成２３年４月１曰から施行したことを受け、
前期実施計画の推進項目の一つとしていた「パートナーシップを活かした
まちづくり」については、行政改革大綱の推進項目としてではなく、

同条例を基軸に取り組むことで､市民の皆さんと地域の力を活かした協働
のまちづくりを強力に推進していきます。

これらのことを踏まえ、後期実施計画においては、大きな方向性・基本
となる部分をしっかりと吟味しながら、実施項目の絞り込みによって今後
取り組むべき課題の重点化を図ります。
碑》》》》》汗‐》師（か｛』》ゾ’

５．計画策定の必要性
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（１）燕市を取り巻く状況

①社会・経済'情勢
平成２３年３月１１日に発生した東曰本大震災は我が国経済全体へ大きな

影響を与えただけでなく、原発問題という非常に困難な問題を引き起こし
ています。電力不足など景気低迷が懸念される中、ものづくりのまち

燕市の生産活動への影響など、先行きが不透明な状況にあります。
また、少子高齢化の進行と医療福祉等の義務的経費の増加は避けられな

い，情勢であり、かつ、市町村には今後ますます自立と自己責任が求められ、

各地方自治体がアイディアと実行力で競い合う時代が本格化します。
②新庁舎における効率的な行政運営

現３庁舎は、いずれの庁舎も老朽化による維持補修費の増加や耐震`性の
問題などを抱えています。

また、分庁舎方式による行政運営では業務効率の面で支障をきたし、
組織の縦割り傾向があるなどの課題があります。
これらの課題に対応するため新庁舎建設を進めるとともに、窓口サービ

スの抜本的な見直しなど、市民サービスの向上を図る必要があります。
Ｓ
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①歳入・歳出（今後の財政見通し）

年末に国から示される地方財政計画を踏まえ、策定します。
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これまでの定員管理の適正化、給与水準の見直しなどに努めた結果、
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年度から段階的に交付税額が減少することが確実となっています。
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（２）燕市の財政状況

地域経済は引き続き先行きが不透明な厳しい状況が続いており、自主財

源の根幹をなす税収は､経済1情勢の悪化による個人住民税の減などによっ
て今後大幅な増加は難しい状況にあります。

さらに､新市建設計画の推進による起債残高及び公債費の増加が見込ま

れる一方で、普通交付税算定に係る合併特例措置の終了に伴い、平成２８

（２）実施項目と取組の概要
①行政コストの削減

施設管理において経常的に掛かる光熱費の抑制など､組織としての取組
を通じて職員個々のコスト意識を高めるとともに､新たな行政課題や社会
経済情勢の変化に的確に対応するため､事務事業について不断の見直しを
行います。

②自主財源の確保
職員の知恵と工夫により、将来にわたって継続的かつ安定性の期待
できる財源を模索するとともに、収納一元化など財源確保に向けた取組
を進めます。
⑧定員適正化の確実な推進

施設の統廃合などによる行政運営の効率化を通じた人件費の削減を

進めつつ、業務量に見合った適切な人員・人材の配置を進めます。
④適正な受益者負担の検証

負担の公平性、受益者負担の原則は、行政に対する信頼を確保する
うえで重要な要素の一つであることから、公共施設使用料などについての
適正な負担水準を検証します。
⑤市有財産の有効活用

統廃合によって未利用となっている施設などについて、従来の用途に
とらわれない柔軟な発想と多角的な視点によってその有効な活用方法の
検討に取り組みます。

５
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や市税などの収納率向上に向けた取組を進めます。
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の活用方法の検討を進めるほか､新たな財源の創出による自主財源の確保

孟凸面齢・門‐⑤・い‐胆・お←ぬ糾珀』拒）》一山．望．〉則昭一ｗ》＆一』・や一｛声へ一牢一曲”再》十縄十や｝叩甸宕一眠岩で》

限られた財源の中で魅力あるまちづくりを可能にするため、有効な資産
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責任において自律的な財政運営をしていくことが必要となります。
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地方財政制度の見直しが議論されており、今後、地方自治体は自らの
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健全な財政運営を進めるため、職員のコスト意識の徹底と歳入の根幹と
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第２章…計画#の推進項目と取組自標

推進項目２Ｊ公共サービスの向上
（１）目標

組織間の連携を活かしたサービスや市民の視点に立った利便性の高い
サービスを提供し、公共サービスの質を向上させる。

少子高齢化の進行、市民の価値観の多様化などにより、市民目線での
きめ細かな公共サービスの提供が求められています。

新庁舎建設を見据え､市民の生活に直結する各種サービスをより身近な
場所で提供できるよう、窓口部門におけるサービスの在り方について
見直しを進め、利便性の向上を図ります。

また、小さいコストで大きな成果を上げる「賢い自治体」を目指し、

行政本来の業務の在り方の検証を進めるとともに、民間活力の導入など
行政運営の効率化のための手法について検討します。
（２）実施項目と取組の概要
①窓口手続き等に関する利便性の向上

多様化する価値観。ニーズに対応するため、新庁舎でのワンストップ

サービスの実現などにより、さまざまな世代の利便性の向上を図ります。
②職員の接遇能力の向上
行政に対する住民の満足度。信頼度の向上のためには、丁寧かつ分かり

やすい「プロ」としての対応が不可欠であることから、研修やＯＪＴに
よって接遇能力の向上に取り組みます。

⑧民間活力の積極的な導入

民間の持つ専門的な知識。ノウハウを活用するため、業務委託など民間

活用の手法について検討を進め、有効な施設利用や行政のスリム化に取り
組みます。

６

第２章～計画!〈の椎｝漣項目趣取組目標

;推進項目３.組織風土の改革
（１）目標
人材育成と一体となった計画的な人事管理や職員の能力開発のための

研修、他市との連携を通じて、地域主権に的確に対応できる強い組織作
りを進めつつ、職員の意識改革や市民の皆さんの満足度向上を図る゜

地域主権時代の到来により、全職員が行政改革の推進意識を共有し、

市役所を従来の執行機関から独自政策の立案や国。県に政策提言を行う
政策官庁に変革していくことが求められます。

市役所全体としての組織強化を図るため、職員の人材育成だけでなく、
達成すべき目標の明確化と進行管理、市政の「見える化」など組織風土の
改革に引き続き取り組み､職員の意識改革と市民の視点に立った施策遂行
に努めます。
（２）実施項目と取組の概要

①職員の意識改革と政策官庁への変革

職員の意識改革に向けた研修や業務改善につながる提案｡実践を推進す

ることで、市が主体的。自律的な判断によって地域の実情を踏まえた政策
を行うための組織風土の醸成に取り組みます。
②人事評価システムを活用した人材育成

人材育成としての評価制度を構築し、目標管理等による職員の能力開発
･

や努力が認められる適正な人事管理に取り組みます。
③透明性の高い行政運営

行政に対する信頼性向上のため、施策に関する説明責任を果たすことが

求められていることから、ホームページを活用した公表など、行政運営の
透明性向上に取り組みます。

④他市との連携による相互成長。発展
厳しい財政状況の下では、単独で実施する政策だけでなく、他市との連
携によってそれぞれの地域特性を活かした取組を展開することが効果的
であることから、県内外の自治体との連携を進めます。
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･広報誌唇ホームページヘの掲載､ポスターの掲示､ジェネリック医薬品希望カードの

配布など広報啓発活動を充実させる。
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･事務事業に係る補助金､委託料について､予算編成時の事業精査､補助要綱の整

備､サンセット方式などによる適正化を進める。
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･通信回線の光回線化による料金の削減
(情報系統と電話系統の回線の一体化）
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数化する。

･通信費用の削減とともに､災害など緊急時の対応に向けた通信経路の強化(通信回

線の複数化)を図る゜
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･収納一元化の実現

･市税4税(市県民税､固定資産税､軽自動車税､国民健康保険税)･２料(介護保
険料､後期高齢者保険料)と公的使用料(保育料･下水道受益者負担金･公営住
宅使用料等)の収納業務を一元化する。
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･複数の課で実施していた滞納整理業務を解消､滞納者を一元管理し効率的な徴
収を行うことで､滞納額の圧縮､収入の確保を図る゜
･納付･相談窓ロを一本化することで､利便性の向上と総合的な納付(納税)相談
が可能になる。
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･庁舎をはじめ､市の関係公共施設に設置する自動販売機について､入札によっ

て設置業者を決定する。
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･現在各施設で個別に設置している自動販売機について､一括もしくは､ある程度

のまとまりをもった単位で入札にかけることで､現状以上の歳入の確保を図る。
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･定員適正化計画の着実な実施

･幼稚園､保育園の適正配置(幼保一体化)、民営化の推進

育・保育の質の向上に取り組む。
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･新庁舎でのワンストップサービスの実現

新庁舎完成に伴い､窓ロ体制を各種証明書の発行業務を行う窓ロと､時間を必要
とする各種届出業務や相談業務を行う窓ロの2種類に整理したうえで総合窓ロとして
集約化し､フロアーマネージャによる庁舎の案内､窓ロへの誘導､書類の記入支援を
行う。

･窓ロでの手続き､移動に掛かる時間を短縮することによる市民サービスの利便性向
上と､手続きの支援によって事務の煩雑さを軽減し､サービスの向上を図る゜
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･･市税4税(市県民税､固定資産税､軽自動車税､国民健康保険税)･2料(介護保険
料､後期高齢者保険料)のコンピニ収納実現に向けて､Ｈ24年度は､納期が年１回の
軽自動車税から実施し､軽自動車税のコンビニ納付利用率等の費用対効果を検証の
うえ､他の早期導入を進める。

･収納方法の多様化による納税者の利便性の向上及び収納率の向上による自主財

源の確保を図る゜
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･住民票等の交付取扱い郵便局の拡大

･新庁舎完成後の地理的要件などを考えながら､住民票の写しなどの諸証明を取得

できる郵便局の取り扱い局の拡大を図る゜
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鑓lI1li1l1蝋１１'11＃雑嚢蕊塞蕊蕊蕊蕊:譲繍i溺繍蕊蕊；職！ になり､市民の利便性向上につながる。
;Ii丙鐘l1j当上:１１輯'きぎ:::翠::！;蕊i戦!;;蕊*關繊Y1iii識!;灘|溌鍵ｉｉ蕊ｌ１ｉｉｊｒｉ::繊譽.難鍵講:蕊;霊譲鱗蕊熱鐸ｉｊ

1５

Ｉ譲室已鰯柵１１笙震課蕊蕊議慧護

。。‐‐‐‐・‐・‐、。、一

二｜曰ｌｌＪｌ１０６勺。。。

口■・ 工。｝・口 ■□正▽■□ ■ 一‐■ ロヨ

トー托一｝｝一一一Ｊ》」｛》一一一一一》

蕊鍵灘'1M轍!:1Ｗ師；鐘:11;;；織蕊議議蕊蕊蕊i鰯蕊隷謝;瀞

総務課

鳥!iｧiri霧;耀;:譲蕊｣#:蕊ｌｊｉｌ蕊鐘鱒i;:!::露:鑓蕊繊潔譲溌瀞遜鑑:醤

１１１１１〔ijil潅菱j蕊溌蕊鑿i篭溌溌霧蓉議溌鯨蕊蕊実施内！ 蓉蕊蕊蕊蓬蕊蕊蕊懸jill蕊!:)蕊議蕊議Ｉ蕊ｊ１ｊ蕊
･接遇研修の実施
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･民間企業派遣研修や新潟県市町村総合事務組合での接遇研修への職員の派遣を

通じてスキルの向上を図る゜

･接遇スキルを実践をもって習得し､特に民間企業の業務への従事によって､市役所
外部の視点を取り入れ､幅広い見識を養う。
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･窓ロサービスアンケートの実施

･窓ロでの手続き､サービス提供に関する市民満足度をアンケート調査する

｡市民課､保険年金課､税務課など窓ロサービス･相談業務を行っている部署の来庁
者満足度調査を実施し､接遇や応対での必要とされる点を把握し､改善につなげる。
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生活環境課
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･公共施設におけるESCO事業の導入

･公共施設の省エネルギー化による経費の削減を図る゜

(※ESCO事業ではく契約事業者が公共施設の省エネ改修に係る総合的な管理運営を行い､改
修に要する経費はすべてその改修による一定期間の経費削減分で償還され､市は初期投資な
しで省エネ化を図ることができる）

･民間事業者の専門的なノウハウを活かした省エネ化の推進による環境負荷の低減
及び施設の維持管理費の削減を図る゜
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企画財政課

･指定管理者制度の導入

･公の施設の管理形態を見直し､指定管理者制度が有効な施設について､可能な
施設から積極的に制度を活用する。
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企画財政課

･業務の民営化等の検討

･委託化､民営化が可能な業務について洗い出しを行い､実施に向けて検討を進

める

。

･学校給食センター(吉田･分水)を統合し､業務の民営化を図る゜

･民間事業者の専門的知識やノウハウを活かした事務事業の効率化やサービス
の質の向上を図り､あわせて施設の維持管理費の肖Ｉ減を図る゜
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･業務進捗管理の強化

･公表することで市民に市政への理解を深めていただき､開かれた行政を目指す。
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･人材育成に主眼をおいた人事評価制度の実施
ジ

･人材育成を目的に､職場研修(OJT)や面談の手法を取り入れた人事評価制度を
実施することにより職員の育成を行う。
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･人材育成に主眼を置いた人事評価制度を構築することで､職員の自発的な取組

を促し､組織全体の底上げを図る゜
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･事務事業の見える化

･各課が所掌する事務事業を分かりやすく整理し､ホームページ等で公表する(各

課注目事業の公表）
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･市民に市政に対する興味･理解を深めてもらうとともに､組織内部での見える化を

図り､情報を共有する。

･行政運営の透明性､説明責任を果たすことについて､職員の意識を高める。
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･県内外の自治体との連携

･各自治体の農産物､特産品を通じた交流や防災に関する連携をはじめとした各行

政部門の連携体制を構築し､相互の成長･発展を目指す。

･他の地方公共団体と連携して､時には切瑳琢磨によって事務事業を進行すること

で､組織の活性化や行政運営の効率化を図る゜
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第１章ら(2)の策定と合わせて策定します。
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:１．行政改革によって目指すべき財政のシミユレーション
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１．庁内推進組織
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全庁をあげて行政改革に取り組むため、市長・畠ﾘ市長以下各部・局長で
構成する推進組織として「燕市行政改革推進本部」を設置しています。市長
を本部長とし、職員が一丸となって行政改革を推進します。

また、引き続き各課等に１名ずつ「庁内行政改革推進員」を設置し、職員
の改革意識の醸成・浸透及び庁内横断的な取組の推進による行政改革推進
体制の確立を図ります。
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Ｓ、計画の進捗管理
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各実施項目について達成目標を設定し、実施担当課におし､て評価を行うと
ともに、その達成状況などについて委員会の意見をいただき、行政改革の
取組に活かしていきます。
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■資料編

■用語解説
【あ】

岸蕊■
公の施設

【か】

￣■

公の施設とは、普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に
供するために設ける施設をいいます。具体的な例としては、市立の学校、公民館、体育

館などがあげられます。

用言制
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起債残高（地
方債残高）

地方公共団体が建設事業などの財源を調達するために、政府資金あるいは銀行などか
ら必要な資金を国の同意を得て借り入れる長期的借入金の現在高をいいます。

経常収支比率

財政構造の弾力性を判断するための指標で、税など毎年度経常的に収入される一般財
源を、人件費や扶助費、公債費などの毎年度経常的'二支出する経費にどれくらい充当し
ているかをみる指標です。この比率が高くなるほど、財政の硬直化が高まっているとさ
れます。

公債費
【さ】

す

地方公共団体が借り入れた地方債の元禾l｣償還金及び－時借入金利子の合算額をいいま
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財政力指数
財政調薬墓令
サンセット方
式

実質公債費比
率

指定管理者制
度

地方公共団体の財政基盤の強弱を示す指数で、標準的な行政活動に必要な財源をどれ
くらい自力で調達できるかを表しています。この数値が高いほど財政力が強いことにな
り、単年度の指数が１を超える場合、当該年度は普通交付税の不交付団体となります。

地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整し、後年度の財政負担に備えるた

めに設置された基金をいう。
法

事務事業などの終期をあらかじめ設定し、終了時点で原貝１１として廃止するという手
。

地方税や普通交付税などのように使途が特定されておらず、毎年度、経常的に収入さ
れる財源のうち、公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含め
た実質的な公債費相当額に充当されたものの占める害l合です。地方債協議制度の下で、
18%以上の団体は、地方債の発行に際し、県の許可が必要になります。

指定管理者制度とは、地方公共団体が指定する法人その他の団体に公の施設の管理運
営を行わせる制度で、指定の対象には民間事業者等が幅広く含まれます。この制度は、
平成15年９月施行の地方自治法第244条の２の改正により導入されたもので、公の施設の
管理運営に民間の能力を活用しつつ、行政サービスの向上と経費の削減を図ることが可

能となりました。
【た】
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第三セクター
【な】

第三セクターとは、民間セクター・公共セクターにつぐ第三のセクターで、国や地方
公共団体と民間が合同で出資・経営する事業体のことをいいます。
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【は】

パプリックコ
メント

普通会計決算

いて

考慮
す

◎

地方公共団体間の比較が可能となるように地方財政統計上、統一的に用いられる会計
区分で、一般会計と公営企業会計を除く特別会計を合算したものです．

【ま】
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窓口のワ：
トップ化

各種の行政手続などを１箇所の窓口で提供すること。申請・届出などの手続きに際
し、複数個所または複数回にわたって行政機関を訪れることが必要なものについて、そ
の個所または回数の減少を進め、究極的には１箇所または１回で、関連する各種の行政
サービスを提供することにより、市民の手続きに係る負担の軽減、禾1｣便性の向上を図る
ことを目的としています。

【や】
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遊休資産

幼保一元化

幼稚園と保育園は、運営基準や職員の資格（幼稚園は幼稚園教諭、保育園は保育士）
も異なり、幼稚園の管轄は文部科学省で保育園の管轄は厚生労働省となっています。幼
保一元化とは、幼稚園と保育園の施設や運営、幼児教育と幼児保育を一元化することで
効率的な運営とサービス内容の充実を図るための政策です。
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ワークシ：
プ

【Ｎ】
ＮＰＯ

【○】
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【Ｐ】
ＰＦＩ

参加者が自発的に参加・体験し、お互いに学習しながら結論を導き出す手法の－種で
す

。

非営利団体(NonProfitOrganization)の略。ボランティア活動などの社会貢献活動を
行い、営利を目的としない団体の総称です。
Onthejobtrainingの略で、曰常的な業務において上司が部下に対してする助言や指
導を通じて、能力向上や育成を図ることを指します。
PrivateFinacelnitiativeの略で、民間の資金、経営能力及び技術能力を活用して公
共施設の建設、維持管理、運営等を行う手法をいいます。

