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Ⅳ 新しい「自治」を築くプログラム

18 地域協働の仕組みづくり

子育てや介護などを地域社会で支えていく仕組みの導入や，地域間競争に打ち勝つ活力ある地域の再生な

ど，公共サービスへの県民ニーズは年々多様化し，個別の実情に応じたきめ細かい対応が求められています。

一方で，分権改革が進み，「地域の課題は地域自らが考え，決定し，解決する」という考え方に基づき，住

民に身近なサービスを担う主体としての基礎自治体の役割が高まるとともに，地域の課題解決にあたる住民

自治組織※1の活動も活発化しています。

さらに，企業の社会的責任(CSR)※2という概念の定着や，NPO法人数の増加などにみられるように，公共

サービスを担う団体やその活動の輪も急速に拡がってきました。

こうした中，公共サービスの充実には，以前にも増して，県だけでなく県民や企業，学術・研究機関，

NPO※3，地域公益団体※4，市町，近隣県，国など多様な主体との協働・連携が不可欠となっています。

このため，市町における住民自治組織の育成への支援や，多様な主体との新たなパートナーシステムの構

築を進めます。

また，地域協働の基本となる市町のニーズや実情，地域の声，県内外の情報などを共有するため，県民，

企業，NPOなどとの双方向のコミュニケーションを確保していきます。さらに，県民意見の施策への反映や

情報公開の推進など開かれた県政を進めていきます。

（65）地域協働活動の促進
○住民自治組織の育成への支援
○協働社会実現に向けたパートナーシステムの構築

（66）双方向のコミュニケーションの確保
○県民意見の施策への反映
○情報公開の推進
○広報機能の充実

※1 住民自治組織：行政と協働・連携しながら住民が主体的に地域づくり活動に取り組む住民組織。
※2 企業の社会的責任（CSR）：企業は利益追求だけでなく，社会を構成する一員として企業倫理や法令を守り，社会貢献や環境対策などの面でも一定の責任
を果たすべきであるという考え方（Corporate Social Responsibility）。

※3 NPO：民間非営利組織（Non Profit Organization）。継続的，自発的に社会貢献活動を行う，営利を目的としない団体の総称。
※4 地域公益団体：農業協同組合，社会福祉協議会，商工会議所，商工会，消防団など地方行政と密接に関連した公益的活動を行う団体。
※5 コミュニティビジネス：地域住民等が，地域の課題を解決するため，または特産や自然等の地域資源を活用して行うビジネスのこと。
※6 パブリックコメント：行政機関が政策決定や計画策定の過程において，住民が意見を提出する機会を設け，提出された意見を考慮して意思決定を行う

一連の手続。
※7 パブリシティ：報道機関に対する県政情報の提供や，取材活動への協力などにより，記事またはニュースとして取り上げてもらうようにする広報活動

のこと。
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（65）地域協働活動の促進

○社会経済情勢の変化や人々の価値観の変化に伴い，公共サービスに対する県民のニーズが

多様化している中で，住民団体やNPOといった多様な主体が自治体や企業などと協力して，

地域の様々な課題に取り組む活動が広まりつつあります。

○また，複雑・多様化する公共サービスを確保するためには，行政だけではなく，県民や住

民団体，NPOなど関係主体が協働して取り組んでいく仕組みづくりが求められています。

○さらに，市町村合併による行政区域の広域化などに対応するため，地域の課題解決に向け

た住民自治組織による自主的な取組みが求められています。

★地域を支える多様な主体が，共通の課題の解決や目的の実現に向けて，それぞれの資源や

特性を持ち寄り，連携・協力する地域協働活動の促進

○市町と住民の協働・連携によるまちづくりを実現するため，安全・安心なまちづくりやコ

ミュニティビジネス※5の創出など住民が主体となった住民自治活動の活性化に取り組む市

町を支援します。

○協働社会実現に向けたパートナーシステムを構築するため，県民，住民団体，NPO，ボラ

ンティアなど多様な主体に向けた情報提供をはじめとした協働の環境づくりを進めるとと

もに，職員の意識改革を行い，様々な行政分野における協働を推進します。

（66）双方向のコミュニケーションの確保

○県民起点・協働連携の観点から，施策・事業の立案・実施に当たっては，行政情報の積極

的な提供と情報公開の推進により，県政の透明性の向上を図るとともに，県民のニーズを

反映する仕組みづくりが求められています。

○民間・行政を通じて，個人情報の適正な取扱いが求められています。

○地域間競争が激化するなか，本県の魅力や強みの県内外への積極的な発信が必要となって

います。

★県民や市町の意見の的確な把握や県政情報の分かりやすく効果的な発信による，双方向の

コミュニケーションの確保

○県民の意見を県政に適切，迅速に反映させるため，県政懇談会の拡充や県政モニター，パ

ブリックコメント※6などの充実を図ります。

○行政情報の積極的な提供と情報公開をより一層推進するため，職員一人ひとりに「情報公

開を求められる前に，進んで情報を提供する」という意識の醸成を図ります。また，個人

情報保護制度の浸透に努めます。

○自主広報媒体相互やパブリシティ※7との効果的な組み合わせにより，県民への行政情報の

提供機能を強化するとともに，県内の市町や中国地方各県などとの広報分野での連携を強

めます。

現状と課題

め ざ す 姿

取組みの方向

現状と課題

め ざ す 姿

取組みの方向
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19 広島型分権改革の推進

我が国では，21世紀に入り，「官から民へ」，「国から地方へ」をキーワードに構造改革が推し進められて

います。特に，平成12(2000)年4月の地方分権一括法の制定以降は，市町村合併の急速な進展，三位一体

改革※1の推進，道州制※2を巡る議論の本格化など，分権改革の流れが加速してきました。

こうした中，本県では「分権改革推進計画※3」に基づき，分権改革のトップランナーとして，①具体的な

合併後の基礎自治体の姿を前提とした分権改革，②行財政改革と民間開放につながる分権改革，③既存の制

度を前提とせず，あるべき姿を目指した分権改革，という三つの視点を踏まえた広島型の分権改革を推進し

ています。

今後は，県から基礎自治体への事務・権限移譲の円滑な推進や基礎自治体の自立へ向けた取組みへの支援

を進めるとともに，自らも新たな広域自治体への転換を図るため，より広域的で高度・専門的な分野への施

策の重点化や，国からの事務・権限移譲への働きかけ，道州制に向けた制度研究などを推進します。

また，民間に委ねられることによって，より質が高く効率的なサービスの提供が期待できるものについて

は，民間開放や，規制緩和も積極的に進めていきます。

（67）自己決定の枠組みづくり
○市町への事務・権限移譲の推進
○国からの事務・権限・税財源移譲の促進

（68）基礎自治体の自立へ向けた取組みへの支援
○行財政体制整備への支援
○合併建設計画の着実な実施への支援
○人材育成機能の充実

（69）新たな広域自治体への転換
○地域ブロックの形成に向けた戦略的取組みの推進
○道州制の制度設計に向けた検討・提案

（70）民間開放の推進
○民間委託の推進
○民間活力の活用
○規制緩和の推進

※1 三位一体改革：国庫補助負担金の廃止・縮減，国から地方への税源移譲，地方交付税改革を一体で行い，国と地方の税財政関係を抜本的に改革する取
組み。

※2 道州制：現在の都道府県に代わる新たな広域自治体として，国から多くの事務・権限の移譲を受けた上で，公選の首長及び議会議員で構成する「道」
または「州」を設置すること。

※3 分権改革推進計画：市町村合併後の国，県，基礎自治体の役割分担を明確化し，基礎自治体への大幅な事務・権限の移譲と，都道府県に代わる新たな
広域自治体としての道州制への移行を示した計画。計画期間：平成17(2005)～21(2009)年度。
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（67）自己決定の枠組みづくり

○平成16(2004)年11月に策定した「分権改革推進計画」に基づき，住民に身近な行政サ

ービスは，住民に身近な基礎自治体で提供できるよう，県からの事務・権限の移譲を積極

的に進める必要があります。

○また，国の事務事業のうち必ずしも国で行う必要性のないものは，国から移譲を受けて，

地域の特性や住民二－ズに沿った独自の決定により，実施していくことが求められていま

す。

★国，県及び基礎自治体が分担すべき役割を明確にし，県及び基礎自治体の自主性，自立性

を高め，個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現

○県から基礎自治体への事務・権限移譲は，県と各市町で構成する「事務移譲具体化協議会」

で協議し，市町ごとに策定した「事務移譲具体化プログラム」に沿って進めます。

○国から事務・権限等が移譲されるよう適宜，国等へ提案を行います。

（68）基礎自治体の自立へ向けた取組みへの支援

○合併の進展により県内の市町が23に再編されました。

○分権改革が進む中で，その主役となる市町が，住民に身近な事務を自らの責任と判断で実

施できる体制を整備する必要があります。

★市町が，自らの責任と判断で地域の特性を活かした個性あるまちづくりを進めることがで

きる体制の構築

○市町の効率的・合理的な行財政体制の整備を支援します。

○合併建設計画※4による，合併後のまちづくりビジョンの実現や地域の自立的発展に向けた

事業実施を支援します。

○分権改革の担い手となる市町の人材育成を支援します。

目標値（H22）現状値（H17）施 策 指 標

集中改革プラン策定市町数 ー 全市町（H21）

現状と課題

め ざ す 姿

取組みの方向

現状と課題

め ざ す 姿

取組みの方向

※4 合併建設計画：合併協議会が作成した計画で，合併に際し，関係市町の住民や議会に対して，ソフト・ハード両面にわたる，まちづくり全般に関する総
合的な方針や将来像を示すマスタープラン。
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（69）新たな広域自治体への転換

○市町村合併の進展等を踏まえ，これからの都道府県は，住民に身近な行政は極力，規模・

能力が拡大した基礎自治体に委ね，自立した広域自治体として，世界的な視野をもって専

門的かつ広域的な課題に対応する能力を高めていくことが求められています。

○現在のように国が全国一律・画一的に施策を展開する手法では，地域間の格差や人口減少

時代，少子・高齢化の進展などに伴う社会経済情勢の変化に迅速かつ的確に対応すること

が困難な状況となっており，広域自治体である都道府県が地域の総合的なプロデュ－サ－

としての役割を一層発揮することが求められています。

★分権改革のトップランナーとして，道州制※1を視野に，国からの権限移譲の受け皿となる

規模・能力を備えた，より広域的かつ効率的な行政運営を民主的・総合的に行える新たな

広域自治体へ転換

○道州制に向けて，中国5県が一体となって地域ブロック内の諸資源や諸施設を活用した広

域連携施策に取組むなど，地域活性化に向けた先導的な取組みを進めていきます。

○真の地方分権型社会につながる道州制の実現に向けて，県としても，制度のあり方等につ

いて，主体的かつ専門的な調査研究を進めるとともに，道州制の意義や具体的なメリット

等について広く説明していきながら，地域ブロック全体で道州制に向けた機運の醸成を図

ります。

（70）民間開放の推進

○「民間でできるものはできる限り民間へ」を基本的な考え方として，県が行っている事務

事業の民間移管や民間委託，規制緩和を検討するなど，一層の民間開放を推進する必要が

あります。

★民間の効率性・専門性が発揮できる分野における民間資金やノウハウの活用及び規制緩和

の推進による公共サービスの質の向上

○管理委託を行っている公の施設について，指定管理者制度※2の導入を進めるとともに，官

民競争入札等，競争の導入による公共サービスの改革についても検討を行うなど民間委託

の推進を図ります。

○民間の資金と経営ノウハウを最大限活かして公共サービスを向上し，県の財政負担を軽減

するため，公共施設の整備等についてPFI※3の活用を図るなど，民間活力の活用を推進しま

す。

○構造改革特区制度※4，地域再生制度※5の普及・啓発などを通じ，規制緩和を推進します。

現状と課題

め ざ す 姿

取組みの方向

現状と課題

め ざ す 姿

取組みの方向

※1 道州制：現在の都道府県に代わる新たな広域自治体として，国から多くの事務・権限の移譲を受けた上で，公選の首長及び議会議員で構成する「道」
または「州」を設置すること。
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20 新しい行政運営体制の確立

社会経済システムの制度疲労や国・地方を通じた厳しい財政制約の拡大に対応するため，我が国では「小

さくて効率的な政府」の実現に向けた構造改革が推進されています。

こうした中，本県でも，行政サービスのコストは県民の税負担などにより賄われているという原点に立ち

返り，県民の視点から，最小の経費で最大の効果が得られるよう，行政システムの一層の簡素化・効率化を

進めるため，「第二次行政システム改革推進計画※6」に基づき，これまで以上に成果を重視した行政運営の確

立を図るとともに，県民の利便性の向上と行政運営の高度化・効率化につながる電子自治体の推進に取り組

みます。さらに，改革の担い手となる職員の育成や意識改革を図るため，職員の挑戦意欲や能力を引き出す

人事管理システムの充実などを進めます。

また，近年の景気回復に伴い県税収入が増加傾向にあるものの，経済対策等に起因する公債費など義務的

経費の増加や三位一体改革※7の影響などにより，危機的な状況に直面している財政の健全化を図るため，「第

二次中期財政運営方針※8」に基づき，人件費の抑制などの内部努力，選択と集中の徹底による施策の見直し

などに引き続き集中的に取り組んでいきます。

（71）成果重視の行政運営の確立
○成果重視の行政運営の仕組みづくり
○県有施設の総合コスト縮減と計画的な維持管理

（72）電子自治体の推進
○行政運営の効率化
○県民の利便性の向上

（73）組織の総合力と生産性を高める人づくり
○職員の自主的な能力開発に向けた研修制度の充実
○職員の能力と意欲を引き出す人事管理システムの充実

（74）スリムで効率的な県政の構築
○スリムでスピーディーな組織づくり
○財政健全化の推進

※2 指定管理者制度：従来，公共的団体に限られていた公の施設の管理について，民間事業者を含む法人その他の団体から，より低コストで，より効果的
に運営できる相手方（指定管理者）を指定する制度。

※3 PFI：民間の資金，経営能力及び技術的能力を活用して公共施設等の建設，維持管理，運営などを行う手法（Private Finance Initiative）。
※4 構造改革特区制度：地方公共団体や民間からの自発的な提案により，地域特性に応じた規制緩和を実施し，新規産業の創出などによる地域経済の活性
化につなげるとともに，特定地域における構造改革の成功事例を全国的な構造改革に波及させることを目指す制度。

※5 地域再生制度：地方公共団体や民間からの自発的な提案により，産業，人材，観光資源，文化など地域が有する様々な強みを地域の知恵と工夫により
有効活用し，行政サービスの民間開放や規制緩和，権限移譲，各種支援施策の総合化などを通じて，地域経済の活性化と地域雇用の創出を推進するこ
とを目的とする制度。

※6 第二次行政システム改革推進計画：社会経済情勢の変化や多様化する県民ニーズ等に対応し，簡素で合理的な行政システムを構築する計画。計画期
間：平成17(2005)～21(2009)年度。

※7 三位一体改革：国庫補助負担金の廃止・縮減，国から地方への税源移譲，地方交付税改革を一体で行い，国と地方の税財政関係を抜本的に改革する取
組み。

※8 第二次中期財政運営方針：財政危機を乗り越え，健全な財政基盤の確立への道筋をつけるための財政運営方針を示したもの。計画期間：平成
17(2005)～21(2009)年度。
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（71）成果重視の行政運営の確立

○行政に対する住民のニーズが複雑かつ多様化している中にあって，県民起点で各種の行政

サービスを適切に提供して行くことが求められています。

○国・地方における財政状況が厳しさを増す中，限られた行政資源を最大限に有効活用する

ことが求められています。

○既存の県有施設等の維持管理や更新費用の増大が課題となっています。

★県民起点の県政を推進することによる成果重視の行政運営の確立

○事務事業の実態調査を実施し，組織・意識・業務プロセス全般にわたる県庁のシステム改

革に取り組むなど，成果重視の行政運営の仕組みづくりを進めます。

○県有施設の総合コスト※1の縮減に取り組むとともに，公共工事の品質確保を図ります。

（72）電子自治体の推進

○IT（情報通信技術）の急速な進展により，インターネットを通じて様々なサービスが行われ

ています。

○県民のだれもが，インターネットを通じた行政サービスを広く安全に享受できることが求

められています。

○情報システムの開発や運用のさらなる効率化の徹底が求められています。

★ＩＴによる行政運営の高度化・効率化と，利便性の高い行政サービスの提供による便利で

効率的な電子自治体の推進

○行政運営の一層の高度化・効率化を目指し，ITを活用した事務処理の省力化を推進すると

ともに，専門ノウハウを活用しながら情報システムの開発・運用の効率化を徹底します。

○インターネットを通じた行政サービスの向上，デジタル放送等多様なインターフェースと

の連携を図るとともに，市町の電子自治体化を促進し，県民の利便性の向上を推進します。

現状と課題

め ざ す 姿

取組みの方向

現状と課題

め ざ す 姿

取組みの方向

※1 総合コスト：計画・設計，建設から維持管理，解体・撤去までの総費用。
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第4章Ⅳ新しい「自治」を築くプログラム

第4章 重点プログラム

（73）組織の総合力と生産性を高める人づくり

○今後の分権改革や行財政改革を着実に推進し，施策を積極的かつ戦略的に展開するため，

その担い手である職員の意識改革や育成を図ることが必要不可欠となっています。

★県民の視点に立ち，さまざまな行政ニーズに迅速かつ的確に対応するための，職員の意識

改革と能力向上や，人事管理システム等の充実による組織の総合力と生産性の向上

○職員の自主的な能力開発を促進するため，職員個々のニーズに対応した選択型研修中心の

研修体系の構築を進めます。

○能力主義・実績主義の人事管理システムの基盤となる，より客観的で公正な人事評価シス

テムの構築を図るとともに，人事配置や処遇への評価結果の活用を検討します。

（74）スリムで効率的な県政の構築

○自立した広域自治体として，行政に対する複雑かつ多様化する住民ニーズに対応して，各

種サービスを適切に提供して行くことが求められています。

○公債費など義務的経費の増加や三位一体改革※2の影響などにより，本県財政は，危機的な

状況に直面しています。

○このため，平成16(2004)年11月に策定した「第二次行政システム改革推進計画※3」及

び「第二次中期財政運営方針※4」に基づき，行政改革や財政健全化に取り組んでいます。

★分権時代における県の役割を踏まえた組織や行政運営の一層の効率化

○施策・事業の選択と集中を大胆に進めるとともに着実に実施し，様々な行政課題に迅速か

つ的確に対応できるスリムで効率的な組織づくりを行います。

○これまで以上に施策の選択と集中を徹底することなどにより，財源不足の早期解消，プラ

イマリーバランス※5の早期黒字化にむけて計画的かつ着実な取組みを進めます。

現状と課題

め ざ す 姿

取組みの方向

現状と課題

め ざ す 姿

取組みの方向

※2 三位一体改革：国庫補助負担金の廃止・縮減，国から地方への税源移譲，地方交付税改革を一体で行い，国と地方の税財政関係を抜本的に改革する取
組み。

※3 第二次行政システム改革推進計画：社会経済情勢の変化や多様化する県民ニーズ等に対応し，簡素で合理的な行政システムを構築する計画。計画期
間：平成17(2005)～21(2009)年度。

※4 第二次中期財政運営方針：財政危機を乗り越え，健全な財政基盤の確立への道筋をつけるための財政運営方針を示したもの。計画期間：平成
17(2005)～21(2009)年度。

※5 プライマリーバランス：県債の元金償還額と県債の発行額（臨時財政対策債などを除く）とのバランス。黒字：元金償還額が県債発行額より大きい～
県債残高が減少，赤字：元金償還額が県債発行額より小さい～県債残高が増加。
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