
山梨県行政改革大綱の取組状況

～Ｈ２１年９月～

資料３



(1) 県債等残高の削減 ………………………………………… 1

(2) 公共事業の選別と重点化 ………………………………… 3

(3) 人件費の抑制 ……………………………………………… 4

(4) 県単独補助金の削減 ……………………………………… 5

(5) 病院事業の経営改善 ……………………………………… 6

(6) その他歳入の確保と歳出の削減 ………………………… 8

(7) 組織の再編 ………………………………………………… 13

(8) 改革に向けた各部局の具体的な使命の明示 …………… 15

(9) 効率的な事業執行に向けた機動的な組織運営 ………… 16

(10) 自由な発想による改革改善の推進  …………………… 17

(11) 組織力を高める人材育成・人事管理  ………………… 18

(12) 県民本位の公共施設等の運営  ………………………… 20

(13) 地方独立行政法人制度の活用  ………………………… 22

(14) 県出資法人の見直し  …………………………………… 23

(15) 県民意見の提出機会の拡充  …………………………… 25

(16) 行政評価制度の改善  …………………………………… 26

(17) 広聴広報機能の強化と電子県庁の推進  ……………… 27

(18) 情報公開の徹底  ………………………………………… 29

(19) 住民監視の強化  ………………………………………… 31

(20) 市町村への権限移譲  …………………………………… 32

(21) 市町村合併の推進  ……………………………………… 33

(22) 市町村と一体となった国への積極的な提案  ………… 34

(23) 民間活力の活用  ………………………………………… 35

(24) ＮＰＯ等との協働の推進  ……………………………… 36

１　県財政の改革

３　行政サービスの改革

２　県庁の改革



(1) 県債等残高の削減

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

改革項目

担当部課名 財政課

○　取組の要旨

　持続可能な財政運営を確保していくため、実質的な地方交付税である臨時財政対策債等を除く県債に出
資法人に対する債務保証等を含めた県全体の県債等残高について計画的に削減する。

臨時財政対策債等を除く県全体の県
債・債務保証等の残高について、数値
目標を定めた削減計画を策定する。

取組内容

○　具体的取組

①県債等残高削減計画の策定 県債等残高削
減計画の策定

県債等残高の削減

目標
　Ｈ２２末＝８，２５０億円程度

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
県債等残高削減計画に基づきH20及びH21当初予算を編成
　計画の対象となる県債等残高（通常の県債、企業債及び出資法人に対する債務保証等）について、計画
のペースを上回る削減の見込み
　
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　H21年度補正予算、H22年度当初予算編成を通じ、引き続き削減に努め、計画のペースで達成できる見
通し。

※県債等残高削減計画との比較
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画　　　　　　　　　　実績・見込み
　　　　　　Ｈ20年度末残高　　　 ８，４３４億円　　　→　 ８，３８１億円（H20決算額）

　　　　　　H21年度末残高　　　 ８，３４４億円　　　→   ８，２６２億円（H21.6現計見込み）
　　　　　 ( 県民一人当たり残高     ９５７千円               　９５３千円)
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２取組内容

②公共事業、県単独公共事業の段階的
縮減

数値目標の設定新たな年度別縮減目標を設定し、公共
事業費、県単独公共事業費を段階的に
縮減する。

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
①数値目標の設定（対前年度縮減率)
　<H20からH22の各年度>
　　・公共事業費　△4%
　　・県単独公共事業費△8%
②段階的縮減
　数値目標に沿ったシーリングを設定し、Ｈ２０年度当初予算においては、Ｈ１９年度９月現計予算比で、公
共事業費△4%、県単独公共事業費△8%の縮減目標に対し、国の地域自立・活性化交付金を活用すること
で、県負担額を変えずに事業費の確保を図った。
  一方、厳しい経済情勢を踏まえ、国の経済対策に呼応し、補正予算において公共事業等の追加を行った
が、地方への財政措置を活用する中で、県負担額の増加の抑制に努めた。

＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　Ｈ２１年度当初予算は、計画の縮減目標に対し、国の地域自立・活性化交付金を活用することで、県負担
額を変えずに事業費の確保を図った。
　また、厳しい経済情勢にあって、６月補正予算は、国の経済対策に呼応し、現下の経済・雇用を下支えす
るための緊急的な対策として、公共事業等を増額したが、地方への財政措置を最大限に活用した結果、県
負担額は、約６億円にとどまっている。（このため、県債等残高の削減目標の達成にはほとんど影響を与え
ず、引き続き目標より早いペースで削減が進められる見込み。）

段階的縮減

目標（対前年度縮減率）
＜Ｈ２０からＨ２２の各年度＞
　　・公共事業費　 　△４％
　　・県単独
 　　 公共事業費　 　△８％
　

（公共事業費・県単独公共事業費の対前年度比較） （単位：億円）

予算額 県負担額 予算額 県負担額 予算額 県負担額 予算額 県負担額 予算額 県負担額 予算額 県負担額 予算額 県負担額

公共事業費 715 339 687 325 718 350 763 372 659 312 692 342 797 348

県単独
公共事業費

215 212 198 195 174 170 187 166 182 180 154 150 174 150

計 930 551 885 520 892 520 950 538 841 492 846 492 971 498

Ｈ１９
９月現計 当初 ６月現計

Ｈ２０

行革大綱計画値
（公共△４％、
県単△８％）

当初 ２月現計

Ｈ２１

行革大綱計画値
（公共△４％、
県単△８％）
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

改革項目

担当部課名

(2) 公共事業の選別と重点化

社会資本整備において、限られた財源
をより効果的、効率的に活用するた
め、今後、重点的に整備すべき社会資
本の方向性を示した「山梨県社会資本
整備重点計画」を見直す。

②社会資本整備重点計画の見直し

県土整備総務課

○　取組の要旨

公共事業等について、費用対効果を十分吟味し、県民ニーズの高い事業から優先的に実施する。

取組内容

○　具体的取組

公共事業、県単独公共事業について、
事業の実施の是非、継続の是非、改善
措置等を決定するため、事業の各段階
（予算計上前、事業着手後、事業完了
後）において、事業の妥当性・優先
度、進捗状況、貢献度等を評価する。

①公共事業等評価の実施
評価の実施

見直し 改訂 推進

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
①評価対象事業
　　Ｈ１９年度実績：事前評価１１５事業、再評価１７事業、事後評価１６事業
　　Ｈ２０年度実績：事前評価１２７事業、再評価１７事業、事後評価１６事業

＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
①評価対象事業
　　事前評価（対象事業数は未定）、再評価２２事業、事後評価１２事業
②審議予定
　　６月～１１月に公共事業評価委員会及び各部公共事業評価会議を開催する。
　　１１月に意見書の提出を予定

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　　これまでの社会資本整備重点計画を見直し、Ｈ２１年３月に山梨県社会資本整備重点計画（第二次）を策
定した。

＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　　山梨県社会資本整備重点計画（第二次）を推進していくとともに、段階的に進行管理を行う。
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

①「定員適正化計画」の策定

「定員適正化計画」により、平成１９
年４月１日時点における総職員数を平
成２３年４月１日までに４．２％純減
する。

○　取組の要旨

　簡素で効率的な執行体制を確立するため定員適正化計画により職員数の純減を進める。

改革項目

担当部課名

(3) 人件費の抑制

人事課

取組内容

○　具体的取組

計画の策定

計画の推進

目標
　職員数４．２％の純減

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　平成２３年４月１日までに６３３人を純減するとした計画に対して、平成１９年度は２４５人、平成２０年度は１
９８人、合計４４３人の純減を行った。
　平成２０年度までの進捗率は７０．０％であり、計画のペースを上回る結果となった。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
組織及び事務事業の見直し等を行い、退職者数に対して採用数を抑制することにより、職員数の純減を図
る。
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

○　具体的取組

改革項目

担当部課名

(4) 県単独補助金の削減

財政課

○　取組の要旨

　聖域なき歳出削減を進めるとともに、新たな行政ニーズに対応できる財政運営を確保するため、更なる県
単独補助金の見直しを行う。

取組内容

①県単独補助金の削減

社会情勢の変化や目的の達成状況、役
割分担の明確化、全国水準との比較な
どの観点から不断の見直しを行う。

補助金の見直し

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
【Ｈ１９年度】
○Ｈ２０当初予算編成において、前年度比で７９件（削減額５６９百万円）の見直しを実施した。
　〔内訳〕　廃　止　３９件　削減額　３０９百万円
　 　　　　　縮　減　２７件　　   　　  ２５２百万円
　 　　　　　その他 １３件 　　　　 　　　 ８百万円　　（その他：統合、実施方法見直し、終期設定等）
　〔主な補助金の見直し状況〕
　　・私立学校運営費補助金　    △２６百万円
　　・県民敬老祝金等支給事業 　△６８百万円

【Ｈ２０年度】
○Ｈ２１当初予算編成において、前年度比で５６件（削減額１６８百万円）の見直しを実施した。
　〔内訳〕　廃　止　２７件　削減額　 ６４百万円
　 　　　　　縮　減　２２件　　   　 　　９９百万円
　 　　　　　その他 　７件                 ５百万円　　（その他：統合、終期設定）
　〔主な補助金の見直し状況〕
　　・私立学校運営費補助金　△７１百万円
　　　　　補助単価（地方財政計画における単価に県独自に上乗せして設定）が全国上位水準
　　　⇒　地財単価が引き上げられたが、県独自で上乗せしている部分を削減し、補助単価トータルを据置
　　　　　例　高校　　Ｈ２０地財単価（２９５，１２５円）＋県上乗せ（４１，４３５円）＝３３６，５６０円
　　　　　　　　　　⇒　Ｈ２１地財単価（３００，９４３円）＋県上乗せ（３５，６１７円）＝３３６，５６０円（据置）
     ・やまなし観光推進機構事業費補助金　△５百万円
　　　　　H21.4のやまなし観光推進機構の設立に伴い、旧県観光物産連盟への物産展の開催や観光案内
　　　　　所の運営に対する補助金等について、事業の見直し・効率化を図った上で統合し、削減

＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
○H２２当初予算編成において引き続き見直しを実施する。
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

改革項目

担当部課名

(5) 病院事業の経営改善

県立病院経営企画室

○　取組の要旨

　経営責任の明確化や自主性・自律性の拡大が図られるよう新たな経営形態を導入し、経営の健全化を実現
する。また、新病院情報システムを整備し、コスト管理型経営を確立するとともに、収益確保・費用削減等
の取組を推進し、経営改善を進める。

①新たな経営形態の導入

企業経営者や病院経営の専門家などで
構成する検討委員会を設置し、本県の
病院事業にふさわしい新たな経営形態
へ移行する。

取組内容

○　具体的取組

診療科別・疾病別のコスト把握が可能
な新病院情報システムを整備し、政策
医療と一般医療の収支状況の把握等コ
スト管理型の経営を確立する。

②診療科別経営分析等の活用によるコ
スト管理型経営の確立

移行準備

新病院情報システムの整
備、データ収集・分析

検討委員会
の開催

新形態による経営移行準備

【地方公営企業法の全部適用による場合】

新形態による
経営

【地方独立行政法人に移行する場合】

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　Ｈ１８年度から取り組んできた電子カルテシステムを基幹とする新病院情報システムがＨ２０年１月から稼働
し、診療科別診療報酬の把握が容易となり、診療科別分析が可能となった。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　Ｈ２０年度データを整理し、間接経費などの按分をしたのち、診療科別コスト分析を行い、コスト管理型経営
の確立を目指す。

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　今後の県立病院の経営形態について、県議会での県立病院あり方検討特別委員会の審議・検討の状況や
県政モニター、タウンミーティングなどの県民の声を総合的に勘案する中で、経営の健全化と併せて、政策医
療の安定的な提供とともに、県民ニーズの多様化、高度化に対応した良質な医療を提供する本県の基幹病
院の役割を果たしていくためには、特定地方独立行政法人制度が最もふさわしいと判断し、同制度への移行
準備（不動産鑑定評価、県民への広報）を行った。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　Ｈ２２年４月からの法人移行に向けた準備として、法人の中期目標等の作成、法人への資産の継承、関係条
例の整備、人事・財務等の情報システムの改修を進めるとともに、総務省に対する法人化認可申請を行う。
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２取組内容

現行計画及び公立病院改革プランに基
づく収支改善を行う。

③収益確保、費用削減等の取組の推進
による収支の改善

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　ステップアップ計画に基づく収益確保（小児入院医療管理料２の採用）、費用削減（薬品・診療材料の整理統
合、長期継続契約の継続）を行うとともに、高利率の起債の繰上償還を実施した。
　さらにＨ２０年度は、国の策定した「公立病院改革ガイドライン」に基づき、経営の効率化、経営形態の見直し
等の視点に立って、新たに「県立病院改革プラン」を策定した。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　「県立病院改革プラン」に基づき、地域医療支援病院の承認に必要な紹介率を確保するなど、病床利用率や
医業収益の拡大に取り組む。

現計画の推進

県立病院改革プランの推進県立病院
改革プラン策定
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

○　取組の要旨

　歳入を確保するため、税収の確保、未利用地の売却、滞納債権処理等を徹底するとともに、ネーミング
ライツ等の新たな自主財源の確保を行う。また、歳出を削減するため、公共事業の総合コスト縮減等を行
う。

税収を確保するため、主に次のような
取組を実施する。
・県地方税滞納整理推進機構（仮称）
の設置
・電話催告業務の専門体制の整備
・差押え物件のインターネット公売
・総合県税事務所と自動車税事務所の
統合
・課税自主権の活用の検討

取組内容

①税収確保対策の実施（税務課）

改革項目

担当部課名

(6) その他歳入の確保と歳出の削減

税務課、産業支援課、産業立地推進課、管財課、行政改革推進課、広聴広報課、観光振興
課、出納局会計課、財政課、技術管理課、道路管理課

○　具体的取組

統　　合統合準備

法定外税の創設等に係る調査研究

延長等の検討
超過課税

目標
 徴収率（現年課税）＝99％
 滞納繰越額（個人県民税を
除く）　　　　　　＝23億円以下
 超過課税による税収増
　　　　　　＝1,732百万円

【県民税法人税割の超過課税】

結果の実行
【課税自主権の活用】

【総合県税事務所等の統合】

・電話催告の強化
・インターネット公売の実施　等

【県地方税滞納整理推進機構（仮称）の設置】

検討 設置

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
   所得税から個人住民税への税源移譲により、市町村が賦課徴収を行う個人県民税の課税額が大幅に増
加したことなどから、Ｈ２０年４月に地方税滞納整理推進機構を設置して、個人住民税を中心とした市町村税
の徴収対策に市町村と共同で取り組むとともに、その他の県税についても電話催告員の配置による電話催
告の強化や差押えを中心とした早期の滞納整理（タイヤロック、インターネット公売等）に努めており、徴収率
の向上と滞納繰越額の縮減が図られつつある。
　また、一定規模以上の法人に対する超過課税も、計画を上回るペースで税収増が図られている。
  なお、業務の効率化と組織のスリム化を図るため、平成２０年４月、総合県税事務所と自動車税事務所を
統合した。
　　　 ・徴収率（現年課税）＝９８．７％　　　　　　　　 ・滞納繰越額（個人県民税を除く）＝１９億４千万円
　　 　・超過課税による税収増＝１，３５０百万円（Ｈ１９：７１０百万円、Ｈ２０：６４０百万円）

＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
 　地方税滞納整理推進機構が全市町村から３１名の派遣を受けて体制が強化されたことから、特に本年度
は事業所における従業員からの個人県民税の徴収方法について、普通徴収から特別徴収（給与からの引き
落とし）への切り替えを促進するなど、市町村と一層連携して税収確保対策に取り組むとともに、総合県税事
務所においても引き続き早期滞納整理を進め、Ｈ２２年度の徴収率９９．０％達成を目指していく。
　 また、地方税滞納整理推進機構はＨ２２年度末をもって３ヶ年の設置期間が終了する予定であることから、
他県の取り組みの例なども踏まえながら、今後の市町村と連携した税収確保対策のあり方について検討を
行う。
　なお、超過課税の延長について検討を行うとともに、課税自主権の活用については引き続き調査研究を
行っていく。
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２取組内容

研究開発助成の実施や新たな企業誘致
策の実施により県税収入の確保を図
る。

②産業活性化策、企業誘致の推進（産
業支援課、産業立地推進課）

【産業活性化策】
＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　中小企業者等が行う研究開発等に対し支援を行った。
・研究開発助成事業：新技術、新製品の研究開発への支援（H19：10件、H20:16件）。H20年度から、債務負
担行為を設定し、企業の研究開発スケジュールへの柔軟な対応と十分な研究期間の確保を図った。
・山梨みらいファンド助成事業（Ｈ２０年度創設）：研究開発1件、開業資金2件を支援。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
・研究開発助成事業：第1回募集で6件の事業を採択。今後さらに募集を行い、合計16件に助成する見込。
・山梨みらいファンド助成事業：第１回募集で、研究開発、開業資金について各2件の事業を採択。今後さら
に募集を行い、合計で研究開発5件、開業資金6件に助成する見込。

【企業誘致策】
＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
○集中的な企業訪問の実施　H19　384件（県内215件、県外169件）、H20　554件（県内443件、県外111件）
○工場立地件数　　H19　20件、H20　21件
○Ｈ１９年度に設置された地域産業活性化協議会と県との連携により、Ｈ２０年度に次の事業を実施した。
　・企業立地計画の承認（24件）、事業高度化計画の承認（8件）
　・企業立地セミナーの開催　７月２２日　参加者：東京多摩地域所在経営者等175名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ８月２２日　参加者：関西地域企業経営者12名
○企業立地基本計画推進事業の実施　　工業団地整備取り組み市町村：２市（韮崎市、中央市）
○新しい産業集積への取り組み　　山梨大学と共同で燃料電池関連産業集積育成基礎調査を実施した。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
○企業訪問件数目標　　４００件（産業立地室２５０件、東京・大阪事務所１５０件）
○地域産業活性化協議会との連携事業　　「企業誘致フェア２００９」出展、山梨企業誘致セミナーの開催
○企業立地基本計画推進事業　　韮崎市、中央市への支援の他、県内市町村への制度の周知及び活用の
促進を図る。
○新しい産業集積への取り組み　　燃料電池関連産業集積育成基礎調査報告(H20年度実施)を基に、やま
なし燃料電池実用化推進会議を開催。課題等について検討する。

新施策の検討

施策の推進、制度の周知等推進本部の設置

【産業活性化策】

充実・実施

【企業誘致策】
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２取組内容

③未利用地の売却等処分の推進（管財
課）

管財課が所管する財産を対象に、行政
財産の利用状況実態調査を実施すると
ともに、未利用地の売却等処分を積極
的に行い、インターネット公売の導入
を検討・準備し、実施する。また、平
成２０年度までに策定される資産債務
改革方針に基づき、未利用財産の売却
等の促進や資産の有効活用を進める。

④ネーミングライツの導入（行政改革推
進課）

ネーミングライツによる新たな自主財
源の確保を目指す。（小瀬スポーツ公
園陸上競技場、県民文化ホール）

⑤県印刷物への広告掲載の拡充（行政
改革推進課）

印刷物（封筒、パンフレット、ポス
ター等）への広告掲載を拡充する。

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
・行政財産の利用状況調査をH19.11月に実施し、未利用財産を抽出した。
・H19～H20年度の２年間に３回の一般競争入札による未利用地の売却を行い、７件(H19:1件、H20:6件)の
処分を行った。
・H20年度にｲﾝﾀｰﾈｯﾄ公売を導入した。
・H20年度に資産債務改革方針として「県有未利用財産の利活用等基本方針」を策定した。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
・行政財産の利用状況調査をH21.4月に実施し、未利用財産を抽出した。
・8月及び10月に一般競争入札による未利用地の売却を実施する予定。
・2月にｲﾝﾀｰﾈｯﾄ公売を実施する予定。
・H21～H22年度に年間３件程度の処分を行う予定であり、目標を達成する見通し。

利用状況実態調査

検討・準備

【インターネット公売】

未利用地の売却等処分

目標
　処分件数＝12件以上

拡充・実施

目標
　収入額＝６百万円／年

検討・準備

目標
　収入額＝４０百万円／年

実施

公売の実施

資産債務改革方針の策定

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　Ｈ２１年４月からのネーミングライツ導入のための検討・準備を行うとともに、企業訪問によるネーミングラ
イツの案内を行った。（訪問企業数１７社）
　しかしながら、経済情勢の悪化により企業の関心は高まらず、導入に前向きな企業は現在のところなく、Ｈ
２１年４月からの導入はできなかった。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　経済情勢や企業業績の回復などを踏まえながら、より多くの企業にネーミングライツの案内を行い、できる
だけ早期の導入に努めていく。

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　Ｈ１９年度収入実績額　3，542千円（県封筒3,492千円、パンフレット50千円）
　Ｈ２０年度収入実績額　7，351千円（県広報誌3,200千円、県封筒3,198千円等）
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　経済情勢の悪化により目標達成は困難な見通しであるが、引き続き広告主の確保に努める。
　収入額　5,544千円
　広告掲載予定印刷物　５件
　（県広報誌「ふれあい」、県封筒、リニア見学センター施設概要、自動車税納税通知封筒、ミュージアム・イ
ンフォ）
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２取組内容

⑦貸付金・使用料収入等の滞納債権処
理の徹底（出納局会計課）

滞納債権に係る基本的な処理方針と回
収マニュアルを作成し、債権管理と回
収を徹底する。

⑧受益者負担の適正化（財政課）

公共施設の使用料について、物価動向
等を見ながら定期的な見直しを行う。

⑥新しいインターネット広告の導入（広
聴広報課、観光振興課）

県ホームページを利用した広告掲載に
より、新たな自主財源の確保を目指
す。

検討・準備

既設バナー広告による収入確保

実施

使用料の見
直し

目標
　収入額＝１０百万円／年

処理方針等
の作成

実施

【県ホームページ】
＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　県ホームページのリニューアルを完了し、平成２１年度から広告掲載できる機能の登載を図った。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　県ホームページへの広告バナーを開始し、歳入の確保を図る。
　Ｈ２１収入見込額 ： ４，３０５千円

【富士の国やまなし観光ネット】
＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　Ｈ１９収入実績額　4,400千円
　Ｈ２０収入実績額　2,050千円
  Ｈ２１収入見込額  　 600千円
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　収入見込額は600千円以上であり、景気悪化により計画の達成は困難な見通し。
　また、今年度から「富士の国やまなし観光ネット」の運営は「やまなし観光推進機構」が行っており、同観光
ネットのリニューアルも今年度予定していることから、広告掲載方法についても見直しを行う。

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
物価状況等を反映した使用料・手数料の見直しを終了した。

＜Ｈ２０年度までの実施状況＞
　債権管理と回収を進めるとともに、滞納債権処理方針（案）及び債権管理・回収マニュアル（案）について、
債権管理担当者が利用しやすくするため全面的な見直しを行った。
　山梨県債権管理ガイドライン・債権管理初任者の手引きにより、債権管理と回収の徹底を図った。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　滞納債権処理方針及び債権管理・回収マニュアルを決定し、引き続き債権管理と回収の徹底を図る。

11



Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２取組内容

⑨橋梁長寿命化計画の策定（道路管理
課）

橋梁を、長期間、安全・安心に利用す
ることができるようにするため、効率
的な管理手法として橋梁長寿命化計画
を策定する。

規格の見直し、事業便益の早期発現に
よる効果、将来の維持管理費の縮減効
果等も積極的に取り込んでいく。ま
た、現計画がＨ２０年度で終了するた
め、新たな計画を策定する。

⑩公共事業コスト縮減対策の推進（技術
管理課）

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
  H19年度は総合コスト縮減率9.4％、H20年度は総合コスト縮減率 11.2%を達成
 ＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
  H20年2月に「山梨県公共事業コスト構造改善プログラム」を策定。今後は、①工事コストの縮減、②事業
のスピードアップによる効果の早期発現、③将来の維持管理費の縮減に加え、(ア)民間企業の技術革新
によるコスト縮減、(イ)施設の長寿命化によるライフサイクルコスト縮減、(ウ)環境負荷の低減効果等の社
会的コスト縮減を設定し、社会経済情勢や資材高騰等に配慮しながら、コスト縮減に取り組む。
  各公共事業執行課を構成員とする「コスト縮減フォローアップ検討ワーキンググループ」を活用し、目標値
(平成22年度総合コスト縮減率18%)に向け、縮減を図っていくこととしており、計画のペースで達成できる見
通し。

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
   H２０年５月に公共土木施設長寿命化基本計画及び橋梁長寿命化基本計画を策定した。また、橋梁長寿
命化基本計画に基づき、全橋梁（１，６８９橋）の約半数（８３０橋）の橋梁長寿命化実施計画を策定した。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　残り８５９橋の実施計画未策定箇所の計画策定及び平準化作業を行い、H２２年度からの計画的修繕実施
を目指す。

推　　進

基本計画の
策定

橋梁長寿命化修繕計画の策定

【現計画】

【新計画】

検討・策定 推　　進

総　　括

目標
　総合コスト縮減率
　　　　　　　　　　＝△18％
　（H14年度を基準）

推　　進
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

○　取組の要旨

　簡素で効率的な、県民に分かりやすい組織体制の構築を基本としつつ、重点施策の推進や県政課題に対し
積極、果敢に挑戦する組織づくりを目指します。

より簡素でスピーディーな組織を構築
するため、職員階層のバランスに配慮
しながら、組織の更なるスリム化を図
る。

②簡素でスピーディーな組織の構築

○　具体的取組

改革項目 (7) 組織の再編

担当部課名

①施策を着実に推進する組織の構築

施策・事業の着実かつ効果的推進のた
め、部局の構成や所管業務など様々な
視点で常に本庁・出先組織の見直し検
討を行い、必要に応じ再編を実施す
る。

取組内容

行政改革推進課、人事課

本庁・出先機関の見直し検討、再編

組織の更なるスリム化
検討

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　Ｈ２０年４月：自動車税事務所の総合県税事務所への統合や「流域下水道事務所」（釜無川下水道事務所と
桂川下水道事務所の統合）を設置
　Ｈ２１年４月：「建築住宅課」（建築指導課と住宅課の統合）、「県民生活・男女参画課」（県民生活課と男女共
同参画課の統合）の設置など統合・移管等により組織の簡素化・効率化を図るとともに管理職ポストを削減し
た。
　【本庁・出先機関組織数（課内室含む）　Ｈ２０年４月１７９、Ｈ２１年４月１７４、計△５所属】
　【管理職ポスト削減数　Ｈ２０年４月△２９、Ｈ２１年４月△２６、計△５５ポスト】
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　組織の統廃合など簡素化・効率化を進めるとともに、定期人事異動において、管理職ポストのさらなる見直し
を実施する。

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　Ｈ２０年４月：「環境創造課」「国際交流課」「県立病院経営企画室」「新図書館建設室」等を設置
　Ｈ２１年４月：「観光企画・ブランド推進課」、「農産物販売戦略室」、「消費者安全・食育推進課」、「高速道路
推進室」等を設置し、重点施策の推進に必要な組織整備を実施した。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　本庁・出先機関の見直し検討を行い、必要に応じ再編を実施する。
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２取組内容

部局をまたがる重要課題に対応するた
め、プロジェクトチームの編成運営要
綱を定め、プロジェクトチームの編成
を推進する。

③プロジェクトチームの積極的な編成

運営要綱の策
定

プロジェクトチームの編成

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　プロジェクトチーム編成運営要綱を策定し、プロジェクトチームの編成を全庁に促した。その結果、重要課題
に対応する２つのプロジェクトチーム（やまなしブランド広報推進ＰＴ、商標冒認出願対策ＰＴ）が編成された。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　４月に「やまなしブランド販路拡大ＰＴ」が編成された。組織横断的な施策の把握に努め、関係所属にプロ
ジェクトチームの編成を促し、重要課題に対する迅速な対応を図ることとする。
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

○　取組の要旨

　知事を頂点とする幹部職員が明確な時代認識と使命感を持って県庁改革に取り組むため、知事の当該年度
重点方針とともに、各部局における重点方針実行に向けた基本戦略・ミッションを公表する。

取組内容

○　具体的取組

実施

実施

知事の重点方針を踏まえ、各部局にお
いて当該年度の重点的に取り組む施策
や行政改革の内容を明らかにし、年度
当初にHPに公表する。

②各部局は重点方針実行に向けた基本
戦略・ミッションを毎年度当初ホームペー
ジに公表

①知事の当該年度重点方針を毎年度当
初ホームページに公表

年度ごとに知事の重点方針を作成し、
年度当初にHPに公表する。

改革項目

担当部課名

(8) 改革に向けた各部局の具体的な使命の明示

知事政策局

＜Ｈ２０年度の取組状況＞
　４月２日、チャレンジミッション’08の重点方針を知事から各部局長へ示すとともに、県ホームページで公表し
た。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　４月７日、チャレンジミッション’09の重点方針を知事から各部局長へ示すとともに、県ホームページで公表し
た。

＜Ｈ２０年度の取組状況＞
  ４月１５日、チャレンジミッション’08の各部局の重点施策・事業等（52項目）を県ホームページで公表した。
　チャレンジミッション’08に掲げた施策・事業等の進捗状況について、県ホームページで３月24日に公表した。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　４月１４日、チャレンジミッション’09の各部局の重点施策・事業等（53項目）を県ホームページで公表した。
　チャレンジミッション’09に掲げた施策・事業等の進捗状況について、県ホームページで３月末に公表する。
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

行政課題に迅速かつ的確に対応するた
め、年度中途においても機動的に組織
の再編を行う。

①機動的な組織再編

実施

改革項目 (9) 効率的な事業執行に向けた機動的な組織運営

○　具体的取組

取組内容

担当部課名

○　取組の要旨

　効率的な事業執行に向け、部局長がマネジメント能力を発揮して、行政状況の変化に応じて各部局に委譲
された権限を活用し、機動的な組織運営を行う。

行政改革推進課

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　H１９年度は企業立地促進のため、定期人事を待たず、９月に産業立地室を増員し機能強化を図った。H２０
年度については、当面の行政課題に対し、県立病院経営企画室の組織強化、農産物販売戦略室の設置など
年度末の組織再編で対応可能であったため、年度中途の再編は実施していない。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　行政状況の変化に応じて、年度中途においても機動的に組織再編を行う。
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

○　具体的取組

県庁改革を進めるため、庁内LANを活用
し、職員に対して意識啓発を行うとと
もに、課題解決や業務改善についての
情報の共有化を図る。

②一般・創意工夫提案の実施

ポータルの改修

制度の実施

改革項目

担当部課名

(10) 自由な発想による改革改善の推進

業務改善提案に対する取組について、
進行管理を行いながら、全庁的に業務
改善を推進する。

③業務改善に係る全庁的な庁内推進組
織の設置

行政改革推進課

○　取組の要旨

　職員提案を奨励することにより、職員の県政に対する参加意識や挑戦意欲を高めるとともに、研修を通
じて政策立案能力の強化を図る。

県庁職員の自由な発想と創意工夫を活
かすため、職員提案制度の活用を図
る。

取組内容

①政策提案と課題提案の実施

庁内推進組織
の設置

職員提案制度の改正

職員提案制度の実施（優秀な提案については顕彰を
行うとともに一部は事業化）

業務改善の推進

目標
　提案数＝60件以上/年

目標
　提案数＝240件以上／年

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　　件数　H19年度　76件　H20年度　67件
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　 件数　85件

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　件数　H19年度　233件　H20年度　529件
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　提案数は６月末現在で14件であるが、９月末までには、各所属における業務改善の取組が提案されること
から、年度末までに目標（240件以上／年）を達成できる見通し。

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　H20年５月に業務改善委員会を設置した。
　職員提案の奨励・周知徹底を図るため、一人一台パソコンの職員ポータルの改良、改善事例集の作成、優
秀事例の表彰を行った。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　「業務改善の徹底」をチャレンジミッション’０９部局共通の重点方針とし、業務改善委員会を中心として全庁
で積極的な取組を進める。
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

改革項目

担当部課名

(11) 組織力を高める人材育成・人事管理

人事課

○　取組の要旨

　組織が求める人材を育成するため、職員の能力開発を支援し、多様な人事交流等を積極的に行うととも
に、人事評価制度の活用等により、組織力を高める人事管理を推進する。

①組織が求める人材の育成

個々の職員の能力、特性に応じた研修
機会の提供に努めるとともに、国、他
県、県内市町村及び民間企業との多様
な人事交流等を推進する。

取組内容

○　具体的取組

公平性、透明性、納得性の高い評価制
度を構築し、実施していくとともに、
人材の効率的活用による組織力の向上
を図るための制度運用を行う。

②人事評価制度の活用

職員研修の実施

人事交流等の実施

管理職：評価の実施・人事管理への反映

一般職員：試行の実施・反映手法の検討

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　職員研修計画に基づき、職員一人ひとりの能力や特性に応じた人材育成を実施するとともに、市町村等と
の人事交流や民間企業等への派遣研修を実施した。
　また、公務員倫理の徹底や事務処理ミスの防止に関する研修を充実・強化した。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　新任監督者を対象としたマネジメント研修の新設や若手職員の能力開発研修の充実強化等を行うととも
に、引き続き市町村等との人事交流や民間企業等への派遣研修を実施する。
　また、公務員倫理の徹底や事務処理ミスの防止に関する研修を引き続き実施する。

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　管理職について、人事評価結果を給与（昇給、勤勉手当）及び人事配置に反映するとともに、一般職員全
員を対象とした試行を実施した。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　管理職については、引き続き人事評価結果を給与（昇給、勤勉手当）及び人事配置に反映する。
  一般職員については、人事評価の本格的実施に向けて試行を継続し、制度の更なる改善を行う。より簡素
でわかりやすい制度とするため、目標設定数の緩和やシステム入力の簡素化などを行う。
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２取組内容

人材育成及び人事評価との連携を強化
し、現場部門を重視した人事管理を推
進する。

③組織力を高める人事管理の推進

能力・実績等を重視した人
事管理の実施

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　本庁管理部門と、直接県民と接する現場部門である出先機関との積極的な交流配置を実施した。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　引き続き、交流配置を積極的に実施する。
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

改革項目

担当部課名

(12) 県民本位の公共施設等の運営

行政改革推進課、学術文化財課、県民生活・男女参画課、花き農水産課、国際
交流課、都市計画課

○　取組の要旨

　公共施設について、公共施設評価制度等を通じ、県民ニーズにより的確に対応した管理運営を行うととも
に、指定管理者制度の導入施設の拡大を検討・実施し、効果的・効率的な運営を実現する。
　また、行政窓口の開設日、開設時間の見直し等を行い、利用者の利便性の一層の向上を図る。

新たに指定管理者制度が導入可能な施
設（美術館、文学館、男女共同参画推
進センター、富士湧水の里水族館、桂
川ウェルネスパーク、芸術の森公園）
について検討し、導入を推進する。

取組内容

○　具体的取組

①指定管理者制度導入施設の拡大（行
政改革推進課、学術文化財課、県民生
活・男女参画課、花き農水産課、都市計
画課）

県民の利便性向上のため、パスポート
センターの旅券発給業務について日曜
窓口を開設する。

②行政窓口サービスの一層の向上（国際
交流課）

見直し 実　施

検　討 実　施

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　Ｈ１９年度は、新規導入施設に関する条例改正の実施など、諸事務を進め、Ｈ２０年度は新規導入施設７施
設（美術館、文学館、男女共同参画推進センター、富士湧水の里水族館、桂川ウェルネスパーク、芸術の森
公園、準特定優良賃貸住宅）及び更新施設３１施設、計３８施設について、指定管理者の候補者を選定し、１
２月県議会で指定の議決後、指定管理者と協定を締結した。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　Ｈ２１年度に新規導入または更新する施設はない。

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　Ｈ１９年度に、日曜日開設に向けた諸準備を進め、Ｈ２０年４月からパスポートセンターの日曜日交付を開始
するとともに、６月から地域県民センター窓口の交付時間を１時間延長した。
　また、窓口サービスの積極的な改善を図るため、利用者向けアンケート調査を６月～７月に実施した。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　８月からパスポートセンターの申請受付時間を１時間延長し１７：３０までとするとともに、交付時間も月・水・
金曜日は１時間（１７：３０まで）、火・木曜日は２時間30分（１９：００まで）延長した。
　さらに、地域県民センターで申請し、パスポートセンターにおいて交付を希望する者に対して、休業日以外は
全て交付を可能とした。
　また、申請受付時間・交付時間の延長に伴う利用者向けアンケート調査を８月に実施した。
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２取組内容

公共施設評価等を継続実施し、運営改
善を図るとともに、引き続き公共施設
のあり方を検討する。

③公共施設評価等の実施（行政改革推
進課）

実　　施

【公共施設評価等】

【公共施設のあり方検討】

検　　討

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　公の施設122施設のうち別途評価制度があるものなどを除く18施設で公共施設評価を実施するとともに、課
題の残っている施設について今後のあり方の検討を行い、Ｈ１９年度では美術館他５施設の指定管理者導入
を決定。Ｈ２０年度は下水道施設の管理手法の検討を行ったが、引き続き検討となった。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　18施設で公共施設評価を実施するとともに、検討課題の残っている施設について引き続きあり方の検討を
行う。
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

・その他業務（関係課）
　その他の法人化の対象となる業務に
ついて、導入の効果、コスト等に関し
検討する。

②法人化対象業務に関する活用の検討

　県立大学への公立大学法人制度の導入を進めるとともに、法人化対象業務に関する活用の検討を行う。

・県立病院（県立病院経営企画室）
　企業経営者や病院経営の専門家など
で構成する検討委員会を設置し、本県
の病院事業にふさわしい経営形態の一
つとして検討する。

○　取組の要旨

自主的・自律的な法人運営のもと、地
域ニーズや時代の変化に柔軟・的確に
対応し、個性豊かな魅力ある大学づく
りを推進するとともに、経営の効率化
を図るため、県立大学の法人化を進め
る。

取組内容

○　具体的取組

①県立大学への公立大学法人制度の導
入（私学文書課）

改革項目

担当部課名

(13) 地方独立行政法人制度の活用

私学文書課、県立病院経営企画室、関係課

庁内検討委員会の開催

法人化手続 法人化

検　　討

移行準備

検討委員会
の開催

新形態によ
る経営

【地方独立行政法人に移行する場合】

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　庁内検討委員会の下にワーキンググループを設置し、具体的な検討作業を実施するとともに、定款や就業
規則、中期目標、中期計画などの原案作成を進めた。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　大学との密接な連携のもと、法人への移行準備を順調に進めており、９月県議会へ法人の定款案、評価委
員会条例案等の上程を予定している。今後、評価委員会の意見やパブリックコメントを通じ県民から寄せられ
た意見などを踏まえ、Ｈ２２年４月の法人化に向けて、中期目標の策定、法人設立認可等の手続きなどを円
滑・確実に行う。

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　今後の県立病院の経営形態について、県議会での県立病院あり方検討特別委員会の審議・検討の状況や
県政モニター、タウンミーティングなどの県民の声を総合的に勘案する中で、経営の健全化と併せて、政策医
療の安定的な提供とともに、県民ニーズの多様化、高度化に対応した良質な医療を提供する本県の基幹病院
の役割を果たしていくためには、特定地方独立行政法人制度が最もふさわしいと判断し、同制度への移行準
備（不動産鑑定評価、県民への広報等）を行った。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　Ｈ２２年４月からの法人移行に向けた準備として、法人の中期目標等の作成、法人への資産の継承、関係条
例の整備、人事・財務等の情報システムの改修を進めるとともに、総務省に対する法人化認可申請を行う。
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

○　取組の要旨

「出資法人改革推進プラン」に基づき、役職員給与等の運営コストの徹底した見直しなどにより、県からの
支出金の抑制を図る。また、法人の経営評価を行うとともに、職員数など組織や運営の状況等の情報公開を
推進する。更に、公益法人制度改革に対応した見直しを実施する。

現行の改革推進プランに基づき、役職
員数や県支出金の削減等を行うととも
に、経営評価システムの本格実施、次
期計画の策定を行う。

取組内容

①「県出資法人改革推進プラン」の推進
及び次期計画の策定

改革項目

担当部課名

(14) 県出資法人の見直し

企画課

○　具体的取組

【推進プラン】
＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　Ｈ１９年度、２０年度と数値目標の達成状況を把握するとともに、Ｈ１７年度策定の改革推進プランに基づき、
必要に応じて出資法人に指導・助言を行った。
　また、次期計画に当たる県出資法人経営健全化プランをＨ２１年３月に策定した。
　なお、数値目標の達成状況は、
  Ｈ１９年度　役員数　698人（ △7.4％）、職員数　939人（△ 8.4％）、県支出金　4,194百万円（△12.7％）
　Ｈ２０年度　役員数　670人（△11.1％）、職員数　938人（△ 8.5％）、県支出金　4,068百万円（△15.3％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と全ての目標を達成している。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　新たな計画に基づき、出資法人に指導・助言を行っていく。
【評価システム】
＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　庁内に設置した「経営評価委員会」及び外部有識者等で構成する「経営評価アドバイザー会議」による経営
評価を実施し（Ｈ１９年度：３４法人、Ｈ２０年度：３３法人）、その結果を公表した。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　　引き続き実施していく。

実　　施

【推進プラン】

【評価システム】

改　訂

実　　施

目標（現行のプラン）
【役員数】　671人（△11％）
【職員数】　940人（△ 8％）
【県支出金】
　　　4,264百万円（△11％）

次期計画の実施
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２取組内容

方針の決定
公益性の認定が得られない法人につい
て必要性、存廃等の検討を行い、方針
を決定、具体化を指導する。

④公益法人制度改革への対応

検　討

③随意契約の厳格かつ徹底的な見直し

県出資法人との契約方法の見直しを徹
底する。

従来の経営状況の公開に加え、役職員
数や役職員給与などの組織に関する情
報公開が着実に推進されるよう指導を
徹底する。

②組織や運営状況等に関する情報公開
の推進

方針の具体化

情報公開の推進

目標
　ホームページの公開率
　　　　　　　　　＝１００％

見直し、点検

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　県出資法人との契約締結前において随意契約の理由を厳格に審査することなどを通じ、随意契約によるこ
とがやむを得ないと認められるものを除き原則競争入札を行うよう、各部局に対する指導を徹底した。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　Ｈ２０年度の契約状況を点検するとともに、引き続き指導を徹底していく。

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　ホームページによる公開率　１００％　（法人数：４０法人）
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　引き続き、各出資法人ホームページの更新状況について点検していく。

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　公益法人制度改革関連３法（Ｈ１８．６月公布、Ｈ２０．１２月施行）への対応検討を行い、Ｈ２０年４月に公表
された公益性の認定基準とともに、ガイドライン等を踏まえ、新公益法人制度への移行について２５法人が方
針を決定し、県出資法人経営健全化プランに位置付けた。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　新公益法人制度への移行方針を決定した法人については、移行年度に向けた準備作業を進めるよう指導・
助言を行っていく。
　なお、移行する法人の種類が未定の４法人については、引き続き指導・助言を行っていく。
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

改革項目

担当部課名

(15) 県民意見の提出機会の拡充

行政改革推進課、県民生活・男女参画課

県の施策等に女性の意見を反映させる
ため、審議会等の委員に女性を積極的
に登用する。

②審議会等の委員の公募制の拡充（行
政改革推進課）

審議会等に幅広い県民の意見を反映さ
せるため、「附属機関等の委員の公募
に関する指針」を策定し、委員の公募
制を拡充する。

○　具体的取組

○　取組の要旨

　審議会委員の公募等の拡充等を通じて、政策立案過程に幅広い県民の意見を反映する。

取組内容

女性の知恵や感性を県政に活かしてい
くため、「やまなし女性の知恵委員
会」を設置し、様々な提案を求める。

③「やまなし女性の知恵委員会」の設置
（県民生活・男女参画課）

①審議会等の委員への女性の登用（行
政改革推進課）

委員会の設置・施策への反映

登用の推進

指針の策定

実　　　施

目標
　公募導入率＝30％以上

目標
　女性委員の割合
　　　　　　　　　＝40％以上

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
(H19年度)
 　・テーマ「少子化対策」「防災・安全安心」「農業農村の活性化」　・委員数 29名　・知事への提言数 35件
     　　＊新規事業への反映６件を含め、全提案を県の施策へ反映
(H20年度)
 　・テーマ  「環境対策」「観光の振興」    ・委員数  22名    ・知事への提言数  22件
     　　＊新規事業への反映１１件を含め、全提案を県の施策へ反映
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
  ２つのテーマについて様々な提言を受け、県の施策に反映させていく。
    ・テーマ  「子育て環境づくり」「教育の推進」　   ・委員数 22名

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　女性委員の割合　Ｈ１９年度：３７．５％（３８０人）、Ｈ２０年度：３６．６％(３６１人）
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　女性委員の割合　３８．３％
　引き続き積極的な登用に努め、計画期間内に目標を達成できる見通し。

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　公募導入率　Ｈ１９年度：１０．１％（９機関）、Ｈ２０年度：２５．３％（２２機関）
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　公募導入率　２７．６％
　引き続き公募制の拡充に努め、計画のペースで達成できる見通し。
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

改革項目

担当部課名

(16) 行政評価制度の改善

行政改革推進課

○　取組の要旨

　県民の視点に立って施策・事業の成果を検証し、事業の大胆な見直しや再構築を進め、成果を重視した行
政運営を行うため、行政評価制度の見直しを行う。

事業担当課室が自主的に事務事業を点
検できる行政評価シートを導入する。

取組内容

①事務事業自主点検シート（仮称）の導
入

○　具体的取組

②外部評価制度の見直し

これまで委員会方式で行ってきた外部
評価について、アドバイザー方式を導
入する。

導入、実施

実施見直し

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　 事業担当課室が自主点検シートによる評価を実施し、事業の見直し等を行った。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　Ｈ２０年度と同様に、自主点検シートによる評価を実施し、事業の見直し等を行う。

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　アドバイザー（外部有識者３名、任期２年）を委嘱し、行政評価対象事業のうち特定テーマに該当する事業
について、外部評価を行った。
　　　※特定テーマ：県民等を対象とした普及啓発事業
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　Ｈ２０年度と同様に、特定テーマに該当する事業について、アドバイザーによる外部評価を行う。
　　　※特定テーマ：多大な時間を要している事業
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

県民のニーズに迅速に対応するスピー
ディな県政を実現するため、県政への
意見や要望に対して１週間以内に回答
する「県政クイックアンサー制度」を
実施する。

○　具体的取組

②県政クイックアンサー制度（広聴広報
課）

改革項目

担当部課名

(17) 広聴広報機能の強化と電子県庁の推進

広聴広報課、情報政策課

○　取組の要旨

　適時適切な行政情報提供や、県政への意見や要望に対する迅速な対応等を行うため、広報媒体の機能強化
や県民と対話する機会の充実のほか、情報通信技術（ICT)の活用等を進める。

県民の声を広く県政に反映するととも
に、県内外への県政情報の発信力を高
めるため、メディアミックス（複数媒
体の連携）の考え方を取り入れ、県
ホームページや広報誌等の機能を強化
する。

取組内容

①広聴広報機能の強化（広聴広報課）

実　　施

実　　施

目標
　県民意見等への平均回答日数
                            ＝５．０開庁日

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　県政情報の発信力を強化するとともに、県全体のイメージアップを図るため、Ｈ２１年２月に県ホームペー
ジの全面リニューアルを行った。
　また、メディアミックス（複数媒体の連携）の考え方を取り入れたテレビＣＭを放映（２本）したほか、県政だ
より「ふれあい」の発行、さらには、広報に関する能力を充実するため職員向けの広報マニュアルを作成し
た。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　メディアミックスによるテレビＣＭの放映（３本）や読みやすく、分かりやすい広報誌（紙）の発行等を引き
続き行う。

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　県民意見等への平均回答日数　Ｈ１９年度：４．０開庁日、Ｈ２０年度：３．９開庁日
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　迅速な対応に努め、５．０開庁日以内の回答を行う。
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２取組内容

③「県政ひざづめ談議」の開催（広聴広
報課）

県民と知事が直接、県の現状や将来、
あるいは県の諸施策などについて、普
段着の対話を行う「県政ひざづめ談
議」を開催する。

情報通信技術（ICT)を活用した電子県
庁を推進し、県民サービスの向上と行
政運営の効率化を図る。

④電子県庁の推進（情報政策課）

電子申請共同受付システムの運用
情報システムの調達の適正化

目標
　開催回数＝年20回以上

目標
　電子申請可能な手続数
　　　　　　　　　　＝150件

「県政ひざづめ談議」の開催
結果の公表、活用（職員への周知）
・情報システムの調達の適正化

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　県政ひざづめ談議をＨ１９年度及びＨ２０年度ともに年間２０回開催した。
　なお、２０年度は知事が行う「県政ひざづめ談議」に加え、部長等が行う「県政出張トーク」を新たに開催し
た。（各部：５回以上開催）
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　年間２０回開催していく。

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　電子申請可能手続数　Ｈ１９年度末：４７件、Ｈ２０年度末：７５件
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　電子申請可能手続数（H21年度末）　１１５件
　引き続き電子申請手続を拡充することにより、目標を達成できる見通し。

28



Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

①審議会等に係る情報公開の充実（私
学文書課）

県政の透明性や信頼度を向上させるた
め、個人情報に特段の配慮が必要な場
合などを除き、その執行状況をホーム
ページ上ですべて公開する。

②知事交際費の公開（秘書課、私学文
書課）

○　取組の要旨

　県民の県政参加を推進するため、行政の情報公開を徹底し、情報公開度で全国トップクラスを目指す。

県民の県政への理解と信頼を深めるた
め、審議会等の開催予定、公開方法な
どの事前周知や会議録などの迅速な公
開を実施する。

取組内容

○　具体的取組

改革項目

担当部課名

(18) 情報公開の徹底

私学文書課、秘書課

個人情報保護
審議会からの意
見聴取

実施、運用状況の点検

日付、目的、金額、相手方情報等の公開

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　Ｈ２０年２月に「審議会等の会議の公開等に関する指針」を策定した。Ｈ２０年度は、この指針に基づき、審議
会等の会議開催の周知や会議結果等の公表を迅速に実施した。
※Ｈ２０年度に開催された審議会等に係るホームページ掲載状況：開催周知183、会議結果203、会議録113
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　引き続き取り組みを進める。

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
・Ｈ１９年４月分からの香典等５項目について、執行日、行事内容等、金額、相手方を県ホームページ上で公
開している。

＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
・引き続き県ホームページ上で執行状況を公開していく。
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２取組内容

透明性の高い、開かれた県政運営を行
うため、過去において開示請求が多
く、原則的に全部開示可能な行政文書
については、開示請求によらない閲覧
を実施する。

③閲覧可能情報の充実（私学文書課）

対象の洗い出し、実施

目標
　開示請求によらず新たに
閲覧可能となった件数　＝
40件

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　Ｈ１９年度に、試験問題、事業者登録台帳など１７件を公開し、Ｈ２０年度は、新たに知事部局などの交際費
や再就職状況、補助金の支出状況など２１件を加え、県ホームページ上もしくは県民情報センターでの閲覧
を可能にした。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　引き続き、対象の洗い出しを進め、閲覧可能情報１０件以上の充実を図る。
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

②公共事業評価の外部評価の継続実施
（県土整備総務課）（再掲）

第三者の意見を求める機関として公共
事業評価委員会による外部評価を継続
実施する。(Ｈ10年度に再評価、Ｈ16年
度に事前評価、Ｈ17年度に事後評価に
導入している。)

○　取組の要旨

　包括外部監査の実施や公共事業等評価システム等への外部評価の導入・充実により、監視機能等を強化
し、内部評価の客観性と透明性の向上を図る。

継続実施(地方自治法の改正を契機に、
Ｈ１０年度から導入している。)

取組内容

①包括外部監査の実施（行政改革推進
課）

○　具体的取組

改革項目

担当部課名

(19) 住民監視の強化

行政改革推進課、県土整備総務課

実　　施

実　　施

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　次のテーマで実施した。
　H19年度　①病院事業の財務に関する事務及び経営に関する管理
　　　  　　　 ②人件費等に関する事務執行について
　H20年度　出資法人における財務に関する事務及び経営に関する管理
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　包括外部監査人が次のテーマを選定し、監査を実施する。
　　　①福祉事業における貸付金、補助金等の財務に関する事務及び財政援助団体の財務事務
　　  ②政務調査費及び議会事務局の財務事務

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
①外部評価対象事業
　　Ｈ１９年度：事前評価９事業、再評価１７事業、事後評価１６事業
　　Ｈ２０年度：事前評価５事業、再評価１７事業、事後評価１６事業

＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
①外部評価対象事業
　　事前評価（対象事業数は未定）、再評価２２事業、事後評価１２事業
②審議予定
　　６月～１１月に公共事業評価委員会、各部公共事業評価会議の開催予定
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

　法令により知事又は教育委員会の権限に属する事務のうち、行政の効率化や住民利便性の観点から市町村
が処理することが適当である事務について、県から権限移譲を行う。

市町村を中心とした豊かで自立性の高
い地域社会を形成していくため、県か
ら市町村への権限移譲に関する新たな
計画を策定し、事務の移譲を進める。

取組内容

①県から市町村への権限移譲

○　具体的取組

○　取組の要旨

改革項目

担当部課名

(20) 市町村への権限移譲

市町村課

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　 ・Ｈ１９．１２　市町村自立推進プログラム（計画期間：Ｈ１９～Ｈ２１）の中で新たな計画を
　策定し、移譲を行った。
　　※　移譲件数：Ｈ１９年度　９２事務・団体、Ｈ２０年度　１２２事務・団体
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　・引き続き市町村への権限移譲を推進する。
　・目標を越えて権限移譲ができた。今後、市町村において円滑に移譲事務が実施される
　よう支援していく。
　

権限の移譲

目標
　２１６事務・団体

計画の策定
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○　具体的取組

改革項目

担当部課名

(21) 市町村合併の推進

市町村課、道路整備課

○　取組の要旨

　自主的な市町村合併を積極的に推進するとともに、合併関係市町村間の道路整備を行うなど、合併支援を
図る。

取組内容

①市町村合併の推進（市町村課、道路
整備課）

基礎自治体である市町村の行財政基盤
の強化を図るため、山梨県市町村合併
推進構想に基づき、自主的な市町村合
併を積極的に推進するとともに、合併
市町村間の連携強化に向けた道路整備
を行うなど、合併支援を図る。

【推進構想】
＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　 Ｈ２０．９に設置された増穂町・鰍沢町合併協議会の合併に向けた取り組みを支援するとともに、他の構
 想対象市町村に対し、情報提供等を行った。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　 増穂町、鰍沢町の合併が予定どおり実現できるよう、引き続き支援等を行う。
　 合併新法の期限が平成２２年３月末となっており、他の構想対象市町村における自主的な合併の動きは
 ない。

【合併市町村間の道路整備】
＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　用地取得・工事の実施
　・Ｈ１９年度：０．６ｋｍ供用開始
　・Ｈ２０年度：１．９ｋｍ供用開始（Ｈ１９年度からの累計）
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
  計画どおり、３．３ｋｍの供用開始を達成する見通し。

市町村合併の推進、社会基盤の整備

目標
　推進構想（市町村数＝18市町）に沿っ
た自主的な市町村合併の推進
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全国知事会等と連携し、国への提案・
要望を継続的に行う。

①市町村と連携した国への提案・要望活
動の実施

改革項目

担当部課名

(22) 市町村と一体となった国への積極的な提案

知事政策局

②全国知事会等と連携した国への提案・
要望活動の実施

○　取組の要旨

　県が市町村、全国知事会、関東地方知事会等と連携し、国の制度・予算等に対する提案・要望を積極的に
行う。

本県独自の実効性ある施策・事業を実
施するため、地域の実情に即した各種
制度の創設などについて、市町村と連
携しながら、国に対して提案・要望す
る。

取組内容

○　具体的取組

実　　施

実　　施

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　◆Ｈ１９年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆Ｈ２０年度
　　第１次要望（５月９日）　　　 県37項目市町村30項目  　　第１次要望（５月１４日）　県46項目市町村33項目
　　第２次要望（１１月２９日）　県43項目市町村30項目　　  第２次要望（１２月２日）　県53項目市町村33項目
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　  第１次要望（５月１１日）　県44項目市町村44項目
　  第２次要望（１１月下旬予定）

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　◆Ｈ１９年度
　全国知事会要望（７月）　54項目　　関東知事会　第１次要望（６月）　10項目　第２次要望（１１月）　12項目
　◆Ｈ２０年度
　全国知事会要望（７月）　56項目　　関東知事会　第１次要望（６月）　12項目　第２次要望（１１月）　14項目

＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　◆Ｈ２１年度
　全国知事会要望（７月）　56項目予定　関東知事会第１次要望（６月）  15項目　第２次要望（１１月予定)
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Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２取組内容

○　具体的取組

改革項目

担当部課名

(23) 民間活力の活用

行政改革推進課

②市場化テストの導入検討、活用

○　取組の要旨

　行政運営の効率化、住民サービスの向上等を図る観点から、コスト削減やサービスの質の向上が期待でき
るものについては積極的に民間活力を活用する。

先進事例の調査、検討を行うととも
に、有効性が認められる業務について
活用を図る。

①外部委託実施計画に基づく外部委託
の推進

Ｈ18に策定した外部委託実施計画に基
づき、適切な進行管理を行う。

推　　進

先進事例の調査、検討

有効な業務への活用

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞

推　　進

先進事例の調査、検討

有効な業務への活用

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　・あけぼの医療福祉センター調理業務の外部委託化（Ｈ１９年度）
　・中央病院守衛業務の完全外部委託化（Ｈ２０年度）
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　・北病院バス運転業務の外部委託を実施（Ｈ２１年４月～）
　・「外部委託推進に関する指針」を策定（Ｈ２１年６月）
　・現計画の改定（Ｈ２２年３月予定）を行い、外部委託化が可能なものは積極的かつ計画的に実施していく。

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　国の公共ｻｰﾋﾞｽ改革基本方針の改定等を踏まえ、先進事例等の調査・検討を行った。
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　引き続き、先進事例の調査・検討を行い、有効性が認められる業務がある場合には活用に向けて取り組
む。
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実　　施

改革項目

担当部課名

(24) ＮＰＯ等との協働の推進

県民生活・男女参画課、観光振興課

○　取組の要旨

　様々な県民ニーズに適応した質の高い行政サービスを提供するため、行政、県民、ＮＰＯ、ボランティ
ア、企業等、多様な主体との連携と協働を進める。

県民､ＮＰＯ､ボランティア､企業等多様
な主体との協働の仕組みや実施可能な
事業を検討し､モデル事業を実施する。

取組内容

検　　討

○　具体的取組

①モデル事業の実施
（県民生活・男女参画課）

行政職員やＮＰＯ関係者等を対象とし
たセミナー･研修会等を拡充するととも
に、県ボランティア・ＮＰＯセンター
が行うＮＰＯ関係者を対象とした人材
育成事業に助成する。

②NPO等との協働を担う人材育成
（県民生活・男女参画課）

人材育成の推進

目標
　セミナー参加者数=520人

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　　Ｈ１９年度に協働マニュアル「多様な主体との協働をすすめるために」を作成し、ＮＰＯ庁内協働推進会
　議等でこれを提示・説明し、多様な主体の取り組みを促すとともに、Ｈ２０年度のモデル事業として、次の
　３事業を選定した。
　　・　森づくり活動支援事業費補助金（森づくりコミッション）（みどり自然課）
　　・　やまなし子育て支援ネットワーク事業（児童家庭課）
　　・　クリーンエネルギーやまなし探検隊事業（環境創造課）
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　　Ｈ２１年度のモデル事業としては、上記の「森づくり活動支援事業費補助金」のほか、県有林課の「森林
　文化の森事業」を選定した。行政職員ＮＰＯセミナーなど様々な機会に紹介を行っていく。

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　　セミナー参加者数＝（Ｈ１９年度）４５４人、（Ｈ２０年度）５２１人
　　（Ｈ２０年度内訳）
              行政職員やＮＰＯ関係者等を対象としたセミナー・研修会等　２３４人
　　　　　　　県ボランティア・NPOセンターが行うＮＰＯ関係者を対象とした人材育成事業への助成　２８７人
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　　Ｈ２２年度における目標であるセミナー参加者数５２０人の達成をめざす。
　　（内訳）行政職員やＮＰＯ関係者等を対象としたセミナー・研修会等　２４０人
　　　　　　　県ボランティア・NPOセンターが行うＮＰＯ関係者を対象とした人材育成事業への助成　２８０人
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様々な事業形態により、県とＮＰＯと
の協働事業を展開する。

③NPO等との協働事業の推進
（県民生活・男女参画課）

県大型イベント（県民の日、信玄公祭
り等）において、ＮＰＯ等と協働し実
施する。

④県大型イベントにおけるNPO等との協
働
（県民生活・男女参画課、観光振興課等）

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　【県民の日】
　　　県民の日記念行事「地域おこし交流広場」出店団体連絡会を県ボランティア協会が主宰し、ＮＰＯ参画
　　による同広場運営を行っている。（参加団体数：H19年度・17団体、H20年度・17団体）
      また、ＮＰＯと協働し、リユース食器の使用拡大を図った。

　【信玄公祭り】
　　　Ｈ１９年度からＨ２０年度にかけて、各団体等と協働し、より民間参加型の祭りとした。
　
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　　　チャレンジミッション’０９各部局共通重点方針として「外部委託の拡大」が明記され、これを踏まえて
　　Ｈ２１年６月に策定された「外部委託推進に関する指針」の中でも「ＮＰＯへの委託を積極的に推進す
　　る」としていることから、従来以上にＮＰＯ等との協働が進展するよう取り組んでいく。

検討・実施

目標
　協働事業数=80件

協働事業の推進

＜Ｈ２０年度までの取組状況＞
　　ＮＰＯ庁内協働推進会議を開催するとともに、協働事業に関する全庁調査を実施し、協働事業の掘り起
　こしや調整に努めた結果、Ｈ１９年度・６７事業、Ｈ２０年度・７１事業と着実に事業数が増加している。
　
＜Ｈ２１年度の取組状況・見通し＞
　　引き続き、ＮＰＯ庁内協働推進会議を開催するとともに、協働事業に関する全庁調査を実施し、協働事
　業の掘り起こしや調整を積極的に行い、Ｈ２１年度中に２２年度目標の協働事業数に到達、または近づく
　よう努める。
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