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基本施策１ 人をつなぎ、語らいのあるまち 
 

１．参画・協働 

１－１．協働によるまちづくりの推進 

目的と方針 

住民と行政がそれぞれの役割と責任を持って協働し、地域社会における課題

解決の仕組みづくりに向け、住民参画のまちづくりを目指します。 

 

現状と課題 

地方分権が進展するとともに、財政状況が一層厳しさを増すことが予想され

ます。そこで、今後、ますます多様化・高度化する行政ニーズに対応し、自立

した町を創造・経営していくためには、これまで以上に住民参画、住民と行政

との協働のまちづくりを進めていく必要があります。 

本町ではこれまで、広報紙やホームページを中心とする広報活動を推進する

とともに、出前座談会・まちづくり懇談会の開催、各種計画作成時のアンケー

ト調査の実施等の広聴活動を行ってきました。また、情報公開条例及び個人情

報保護条例の制定のもと、情報公開を推進してきたほか、各種の審議会等を通

じた住民参画による各種行政計画の策定・推進等、多様な参画・協働の仕組み

づくりに努めてきました。 

住民と行政によるまちづくり活動が盛んに行われることで、財政的負担も軽

減されるほか、住民にも｢まちづくりに参加する｣という意識が芽生え、町の活

性化につながることも期待されます。 

また、住民と協働のまちづくりを進めていくことにより、これまでの行政の

あり方等を見直すことができ、行政（職員）の意識改革も期待されます。 

今後は、これらの取り組みをさらに発展させ、地方分権時代の新たなまちづ

くりの仕組みとして定着するよう、住民と行政による協働体制の確立に向けた

多様な取り組みを一層積極的に進めていくことが必要です。 

 

主要施策 

（１）住民参画の仕組みづくり 

住民の多種多様なニーズによる課題に対応し、住民の意見や発想を起点と



第３部 基本計画 基本施策１ 人をつなぎ、語らいのあるまち 

 56 

した行政の推進に努めます。そこで、「まちづくり懇談会」の実施や各種行

政計画の策定における委員等の一般公募、ワークショップ、パブリックコメ

ントの活用等、住民がまちづくりに自主的・積極的に参加するための仕組み

づくりや体制づくりを進めます。 

また、協働のまちづくり推進に向け、まちづくりの基本理念と基本的ルー

ルを定めた条例等の策定や職員の育成・意識改革を推進します。 

 

（２）広報・広聴活動の充実 

広報紙やホームページの内容充実を図るとともに、政策・施策に住民の意

見・アイデアを積極的に取り入れるため、広報紙やホームページを活用した

意見聴取、各種アンケートの実施や各種団体における広聴活動等、住民と行

政の情報交換を積極的に進めます。 

 

（３）情報公開の推進 

住民への説明責任を果たし、町政運営の透明性の確保を図るため、情報公

開条例及び個人情報保護条例に基づき、円滑な情報公開と適切な個人情報保

護を推進します。 

 

（４）住民団体、ボランティア等の育成・支援 

｢みんなでつくるまちづくり支援制度｣による多様な住民団体・ボランティ

ア・ＮＰＯ等各種住民団体の自主的な活動を育成・支援するほか、住民が活

動に参加しやすい環境づくりに努めます。 

 

（５）地域協働のあり方の模索と手法の確立 

地域における公共サービス提供の核となり、総合的・包括的にマネジメン

ト（経営管理）する、地域コミュニティ組織等の地域が主体となった組織の

形成（地域主体組織の形成）を模索するとともに、現在のコミュニティ組織

をこの受け皿と位置づけ、組織づくりを検討するとともに、自主的な活動を

支援します。 

 

（６）公文書の収集・整理・保存・活用 

歴史的価値のある公文書を組織的・計画的に収集・整理・保存して、住民

による活用が図られる業務体制の構築を進めます。 
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成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

町ホームページ閲覧件数 件 190,112 220,000 240,000 

まちづくり懇談会参加者数 人 90 250 500 

まちづくり支援制度支援件

数 
件数 － 40 40 

町の広報・広聴活動に関す

る取り組み（広報紙やホー

ムページ等）についての満

足度 

％ 41.8 

  

 

協働の指針 
 

住 民 

・町の広報紙等、町政に関する情報の把握に努めます。 

・町政モニター・パブリックコメント制度・住民アンケー

ト・まちづくり懇談会等を利用し、政策・施策の形成過

程に参画します。 

・町からの各種出版物やホームページに掲載される行政情

報に関心を持ちます。 

地域・団体・事業者 

・町の広報紙等の配布物は、速やかに地域住民に配布しま

す。 

・事業所内に広報紙の配布コーナーを設置します。 

 

 

 

 

 

 

 行政情報コーナー 
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１－２．コミュニティ活動の推進 

目的と方針 

地域の連携や郷土意識の継承による魅力ある地域社会の形成に向け、地域コ

ミュニティ活動の拡充と活性化への取り組みを支援します。 

 

現状と課題 

地域での連帯感や地域社会への関心が希薄化しつつある現代社会において、

コミュニティ活動は、地域の福祉、環境保全、防災・防犯、児童・青少年の健

全育成等で大きな役割を果たすことが期待されています。 

本町では、古くから培われてきた豊かなコミュニティの土壌があり、町内会

活動等が活発で、地区での独自活動も行われています。しかし、近年、少子化

や核家族化、生活様式の変化等により、地域のコミュニティ機能の低下や指導

者の高齢化がみられるなど、コミュニティ活動の活性化が課題となっています。 

本町ではこれまで、コミュニティづくり推進協議会を通じて、各種事業（環

境美化運動・花いっぱい運動・コミュニティ祭り等）を実施し、コミュニティ

の形成に努めてきました。 

住みよい地域や豊かさが感じられる地域社会は、社会基盤の整備や福祉施策

の充実のみでは成り立たず、そこに住む住民がお互いを尊重し合い、助け合い

や心のふれあう地域社会の形成によって成立します。 

このため、本町に残る地域的な結びつきを大切にしながら、コミュニティ活

動の活性化のための有効な支援施策を推進し、自治機能の向上、再構築を進め、

地域の課題を自ら解決することができる住民自治の地域づくりを進めていく

必要があります。 

 

主要施策 

（１）コミュニティ意識の高揚 

コミュニティの重要性、実際のコミュニティ活動の状況等について広報・

啓発活動を行い、地域活動をはじめ、各種行事や生涯学習活動、ボランティ

ア活動への参加を促進するとともに、地域コミュニティ活動に必要な情報提

供や地域リーダーの育成を推進します。 
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（２）コミュニティの活性化支援 

ともに助け合い安心して暮らせる地域づくりに向け、地域コミュニティ推

進事業や自主防災組織の育成、防犯活動、交通安全活動、高齢者の見守りや

子育て支援活動等の様々なコミュニティ活動の支援を図ります。 

 

（３）コミュニティ施設の整備支援 

地区集会所を中心としたコミュニティ施設の整備を支援します。 

 

成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

花いっぱい運動への参加件

数 
件 10 

  

町内一斉清掃活動（空き缶・

ビン拾い）行政区数 
行政区 28 35 43 

 

協働の指針 
 

住 民 

・地域社会を支える主体である住民が個々の能力等を地域

のために還元します。 

・行政課題や地域の課題に関心を持ち、協働への意識を高

め、実践します。 

・公募される審議会や委員会に積極的に参加します。 

地域・団体・事業者 

・地域の課題・問題について地域住民が関心を持ち、町内

会、ＮＰＯやボランティア団体を活用し、コミュニティ

での課題解決に努めます。 

・行政課題や地域の課題に関心を持ち、協働への意識を高

め、実践します。 

・公共的サービスの担い手として各種の地域づくり活動を

行います。 

 

 

 

 
公民館利用者ボランティア 
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２．情報化・交流 

２－１．情報化の推進 

目的と方針 

情報通信基盤の整備を促し、住民のまちづくり活動のため、積極的な情報発

信による産業活動の活性化や防災情報体制の整備に努め、情報化社会の変化に

対応できるまちづくりを目指します。 

 

現状と課題 

現代は、ＩＣＴ（Information and Communication Technology）の進

展により、デジタル技術を利活用する社会へと変化しています。そこで、社会

の隅々に行きわたったデジタル技術が「空気」や「水」のように人々に受け入

れられ、必要な情報を必要なときに、安心・安全に利用できる社会を実現する

ための取り組みが進められています。 

本町ではこれまで、第２次杉戸町情報化推進計画を推進するとともに、イン

ターネットを活用してホームページによる行政情報の発信を行うなど、ＩＣＴ

を活用した情報提供をはじめ、町内の情報格差を是正するため、光通信環境の

整備促進に努めてきました。 

さらに、携帯電話の普及に伴い、防犯・防災・子育て情報等、住民が必要と

する情報をスピーディーに伝達するため、メール配信サービスを開始しました。 

今後、ＩＣＴは地域活性化やまちづくりの戦略として、より一層重要な役割

を果たすことが予想されることから、住民への多様なサービスの提供を図ると

ともに、情報セキュリティに向けた取り組みを一層推進していくことが必要で

す。 

 

主要施策 

（１）情報通信基盤の整備 

光通信（高速・大容量のデータ通信が実現するネットワークサービス）環

境の整備促進を図るなど、情報基盤の整備を図ります。 

 

（２）電子自治体の構築 

既存の各種システムの維持・充実に努めるほか、関係機関との連携のもと、

インターネットを活用し、行政手続（電子申告や公共施設予約等）をオンラ
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イン化できるように環境を整備します。 

 

（３）住民への情報発信の強化 

広報紙やホームページに加えて、インターネットを活用した新たな手段で

の情報発信を研究するとともに、災害時の情報提供や防災情報の伝達に必要

とされるコンテンツ（情報サービスにおいて提供される文書・音声・映像等

の個々の情報）の整備を図ります。 

 

（４）情報セキュリティの徹底 

各行政システムの安定稼動と機器の情報セキュリティ対策、安全なインタ

ーネット環境を維持するとともに、職員の情報セキュリティ意識や知識の向

上のため、情報セキュリティ研修の充実・強化を図ります。 

 

成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

町のホームページ閲覧数 件 190,112 220,000 240,000 

町職員に対する情報セキュ

リティ研修人数 
人 126 全職員 全職員 

 

 

 

 生涯学習センターパソコン指導室 
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協働の指針 
 

住 民 

・ＩＣＴに親しみ、利用することで、生活の充実を図りま

す。 

・情報通信サービス利用に際しての正しい知識の習得とモ

ラルの向上を図ります。 

地域・団体・事業者 

・ＩＣＴの利活用により地域の活性化を図ります。 

・多様なニーズに対応した情報コンテンツ（内容）を提供

します。 

・利用しやすい情報通信サービスを提供します。 

・ＩＣＴを利活用しながら、地域住民との交流連携に取り

組みます。 

・町と連携のもと、地域情報化の基盤整備を進めます。 

 

 

杉戸町メール配信サービス「すぎめー。」 
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２－２．交流活動の推進 

目的と方針 

様々な地域の世代や地域団体のふれあいを豊かにするとともに、自主的な交

流活動を通して、広域的な連携ができるよう活発な情報の発信に努めます。 

 

現状と課題 

情報化の進展や交通網の発達等を背景に、人・物・情報の交流が世界的な規

模で行われ、あらゆる分野で国際化が急速に進んでいます。また、国内におけ

る交流活動も、人材育成や地域活性化の大きな契機となるものであり、その取

り組みがなされています。 

本町ではこれまで、姉妹都市である西オーストラリア州バッセルトンシャイ

ヤーとの交流活動による国際感覚あふれる人材を育成してきました。 

姉妹提携する国際民間交流は、提携以来、継続的に実施されており、ホーム

ステイによる双方の異文化体験を通して、国際感覚を養うほか、親密な親交と

理解を深めています。 

また、友好都市である福島県富岡町と優れた自然や貴重な歴史・文化・スポ

ーツ・産業等の地域特性・資源を活かしながら、各種交流事業を展開していき

ます。 

今後も、国外との交流をはじめ、国内における他地域等との交流が地域活性

化や人材育成の大きな契機となることが期待されることから、地域間交流の促

進が一層求められます。 

 

主要施策 

（１）交流推進体制の確立 

スポーツ、教育をはじめ、あらゆる分野での自主的な交流活動を支援し、

国内外との交流推進体制の確立を図ります。 

 

（２）地域間交流の促進 

地域の情報発信機能の強化を図り、本町の特性である恵まれた自然や観

光・交流施設等の地域資源を活かしながら、地域間交流を促進します。 

 

（３）民間交流団体の育成 

平成８年 11 月の西オーストラリア州バッセルトンシャイヤーと本町と
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の姉妹都市提携から今日まで、住民主体による相互間の訪問を通じ、相互理

解と親善を深めています。今後も継続的に住民の国際感覚の育成、理解、親

交を支援します。 

 

成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

交流事業参加団体数 団体 3 5 10 

交流事業参加者数（延べ） 人 150 180 200 

 

協働の指針 
 

住 民 

・町内在住の外国人と日常的な交流を図ります。 

・交流先の住民との積極的な交流を図ります。 

・国際交流団体に加入します。又は、国際交流団体の活動

に参加します。 

・自主的な国際交流活動・地域間交流活動を行います。 

地域・団体・事業者 

・積極的に国際交流・国際協力を行います。 

・町内在住の外国人と日常的な交流を図り、相互に理解し

合い、尊重し合える環境をつくります。 

・地域間交流活動を行います。 

・外国人の方も参加できる地域での事業を開催します。 

・日本での生活マナーを紹介したパンフレット等を作成し

ます。 

 

 

 

 

 

国際交流 
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３．人権・男女共同参画 

３－１．人権尊重社会の形成 

目的と方針 

住民の人権尊重意識向上のため、人権教育・啓発を効果的・継続的に推進し

ます。 

 

現状と課題 

日本国憲法の基本原理である「基本的人権の尊重」を保障するため、関係諸

制度の整備等、多様な取り組みが進められてきましたが、今日もなお、同和問

題をはじめ、子ども、女性、障がい者、高齢者、在住外国人、その他様々な人

権問題が存在します。 

こうした背景には、現代社会が内包している問題として、心の問題を軽視す

る傾向、地域社会のつながりや人間関係の希薄化、効率性と成果を優先する価

値観等があげられます。 

本町ではこれまで、同和問題をはじめとする様々な人権問題の解決に向け、

学校教育、社会教育において、各種研修会、講演会等を開催し、人権教育を推

進するとともに、様々な場面で啓発活動を推進してきました。 

しかし、依然として同和問題や配偶者等からの暴力（DV）、児童・高齢者に

対する虐待、学校等でのいじめが問題となっています。近年では、インターネ

ットを使った悪質な書き込み等、新たな人権問題がみられるようにもなってき

ました。 

このため、関係機関・団体等との連携強化のもと、同和問題をはじめとする

人権問題全般の解決に向けた教育・啓発を効果的・継続的に推進し、人権意識

の高揚に努める必要があります。 

 

主要施策 

（１）人権教育の推進 

住民一人ひとりが人権問題を単に知識として学ぶだけでなく、日常生活に

おいて態度や行動に現れるような人権感覚を持つことができるよう、学校・

家庭・地域・職域その他あらゆる場を通じて、人権教育を効果的・継続的に

推進します。 

また、同和問題をはじめとする様々な人権問題の正しい理解と認識を深め
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るため、各種研修会や講演会を通じて、指導者の養成に努めるとともに、地

域住民の交流を図る集会所事業の充実に努めます。 

 

（２）人権尊重意識の高揚 

人権尊重意識を高めるため、関係機関と連携・協力し、様々な機会を通じ

た啓発活動を推進します。 

 

（３）人権問題に関する相談体制の充実 

人権擁護委員や民生委員・児童委員等と連携し、当事者の立場に立ったき

め細かな相談活動ができる体制を整え、問題の早期解決に向けた自立支援や

人権擁護等の取り組みの充実を図ります。 

 

成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

人権講演会や研修会の開催

回数 
回 2 2 2 

人権に関する相談窓口の設

置時間数 
時間 48 48 48 

 

協働の指針 
 

住 民 
・人権尊重の意識を高め、日常生活に活かします。 

・自他の人権を尊重した行動を実践します。 

地域・団体・事業者 

・人権尊重の啓発や行動を実践します。町の人権推進事業

を理解し、意見を言い、構成する団体等を啓発します。 

・人権尊重に関する各種の団体活動を行います。 

・事業所内での人権学習・人権啓発を実践します。 

・雇用・待遇差別を撤廃します。 
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３－２．男女共同参画社会の実現 

目的と方針 

男女が互いに人権を尊重し、個性と能力を十分に発揮しながら、生き生きと

生活できる社会の実現に向け、男女共同参画プランに基づく、意識づくりや環

境づくりを進めます。 

 

現状と課題 

少子高齢化の急速な進行、経済活動のグローバル化等、社会・経済情勢の急

激な変化に対応していく上で、男女が互いに人権を尊重しつつ、責任も分かち

合い、性別に関わりなく、その個性と能力を発揮することができる男女共同参

画社会の実現が重要な課題となっています。 

本町ではこれまで、職場・家庭・地域等のあらゆる分野で男女共同参画が進

むよう、固定的性別役割分担意識の解消を目指した啓発をはじめ、様々な取り

組みを進めてきました。 

そして、男女共同参画推進に係る施策を実効性のあるものとするため、毎年

度、事業ごとに男女共同参画への配慮度をチェックし、職員一人ひとりが男女

共同参画の視点を持って事業を実施するよう働きかけてきました。 

今後、少子高齢化が一層進行する中、男女共同参画はさらに重要性を増して

いくことから、固定的性別役割分担意識の解消に向けた啓発を継続して推進し

ていくことが必要です。また、各種審議会等委員への女性の登用推進等、幅広

い分野で男女がともに参画することを促す施策を積極的に推進していくこと

が必要です。 

 

主要施策 

（１）男女共同参画に向けての意識づくり 

広報・啓発活動等を通じ、男女共同参画の視点に立った意識改革を推進し

ます。 

また、地域・家庭等における男女共同参画意識の高揚のため、学習機会の

提供や情報の発信に努めます。 

 

（２）男女がともに生きる環境づくり 

男女雇用機会均等法の周知・啓発等、働く場での男女平等を促進するとと

もに、育児・介護休業制度の周知・活用を促進し、家庭生活との両立支援に
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努めます。 

また、女性リーダーの育成や審議会等委員への女性の登用率の向上を図り、

政策・方針決定の場への男女共同参画を促進します。 

 

（３）自立した生き方づくり 

男女がともに尊重し合うパートナーとして、自分らしい生き方ができるよ

う、男女共同参画の視点に立った学習機会の提供や情報の発信に努めます。 

また、配偶者等からの暴力をはじめ、自立した生き方を阻害する様々な問

題に悩む女性を支援するため、相談体制の充実を図ります。 

 

成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

男女共同参画啓発事業回数 回 6 7 7 

女性相談窓口開設時間数 時間 36 72 72 

 

協働の指針 
 

住 民 

・職場・学校・地域・家庭等で男女共同参画の推進に努め

ます。 

・家族がお互いに協力し、家事・子育て・介護等を行いま

す。 

・お互いを社会の対等なパートナーとして認め合い、尊重

します。 

地域・団体・事業者 

・性別役割分担意識に基づく慣習等を見直し、地域におけ

る男女共同参画を推進します。 

・女性が能力を発揮できる職場環境をつくります。 

・雇用における男女の均等な機会と待遇を確保します。 

・仕事と家庭の両立支援のための環境づくりを行います。 

・仕事と家庭・地域生活の両立のための環境づくりを行い

ます。 
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４．行財政運営 

４－１．行政サービスの向上と効率的行財政の運営 

目的と方針 

住民に信頼され、安心して生活できる行財政運営を進めるため、その効率化

に取り組みながら、財政の健全化と行政サービスの向上に努めます。 

 

現状と課題 

本格的な地方分権時代を迎え、これからの自治体は、住民と協働しながら、

自らの進むべき方向を自らが決定し、具体的な施策を実行していくことのでき

る経営能力が強く求められています。 

本町ではこれまで、行政改革ダッシュプラン等の指針に基づき、行政組織の

再編をはじめ、歳出の削減、事務事業の再構築、情報化の推進等、効率的・計

画的な行財政運営に努めてきました。 

平成 22 年 9 月には、第５次杉戸町行政改革大綱を策定し、財政健全化、

住民協働、サービス向上の基本方針に基づき、行財政改革を進めています。 

今後、社会・経済情勢の急速な変化に伴い、行政ニーズはさらに多様化して

いくことが予想されるとともに、長期にわたる景気の低迷や地方分権の推進等

により、これまで以上に厳しい財政運営を迫られることが見込まれます。 

このため、地方分権を新しいまちづくりの機会と捉え、自主性・自立性をさ

らに高め、将来にわたって持続可能な自治体経営を進めていくためには、行財

政全般について常に点検・評価し、さらなる改革を進めていく必要があります。 

 

主要施策 

（１）行財政改革に関する指針の見直し 

自主性・自立性のさらなる強化に向け、実情に即した行財政改革を総合

的・計画的に推進するため、第５次杉戸町行政改革大綱に基づき、行財政改

革の推進に努めます。 

 

（２）行財政改革の推進 

事務事業のさらなる見直しを行うとともに、補助金や使用料・手数料等の

見直し、公共施設の適正配置、指定管理者制度の活用、公共サービス改革の

導入、民間委託等を推進します。 
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また、組織のフラット化を基本に、時代に即した組織・機構への再編を適

宜行います。さらに、数値目標に基づき、職員数の削減や給与の適正化を図

ります。 

 

（３）人材の育成 

人材育成基本方針に基づき、職場環境の充実やプロ意識の啓発、職員研修

の充実等を進めるとともに、成果主義に基づく新たな人事評価制度の導入を

進め、地方分権時代の担い手にふさわしい人材の育成を図ります。 

 

（４）健全な財政基盤の確保 

限られた財源を効率的に活用するため、経費全般についての徹底的な見直

しを行い、その節減・合理化を図ります。 

また、受益者負担の原則に基づく使用料・手数料の見直し、町税の収納率

の向上、未利用町有地の売却等を行い、自主財源の確保を図るとともに、国・

県の各種補助制度等を有効に活用しながら、事業を展開します。 

 

（５）効果的・効率的な財政運営の推進 

財政状況の分析・公表を積極的に行うとともに、事業効果や費用効果等、

重要度・緊急度等を総合的に勘案し、事業の重点化・選別化等を図りながら、

効果的・効率的な財政運営を推進します。 

 

（６）広域行政の推進 

周辺自治体との連携のもと、一部事務組合等による広域施策・共同事業の

効率的な推進に努めます。 

また、国・県等による地域再編等の具体化の動向を勘案しながら、今後の

広域行政のあり方について検討し、それに基づく取り組みを推進します。 
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成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

経常収支比率 ％ 91.9 90.7 89.6 

地方債現在高 千円 10,069,500 9,000,000 8,000,000 

町職員数 人 400 382 － 

町税の収納率 ％ 92.2 
  

※ 「経常収支比率」：実績値は平成20年度。 

  「町職員数」：実績値は平成22年度。 

 

協働の指針 
 

住 民 

・少子高齢化に伴う就労人口の減少や福祉サービスの増加

等、行財政運営を取り巻く環境は今後ますます厳しいも

のとなっていくことを認識し、行政が行うべきことと、

住民が自助努力で行うべきことは何かを明確にして、住

民ができることは積極的に行います。 

・町の行財政への関心を持ちます。 

・納税者の義務を果たし、自主財源確保に協力します。 

・行政サービス分野は、行政サービスを提供する職員の能

力開発や職員が職務に専念できる職場環境づくりという

内部管理に関する施策であるため、基本的には行政の役

割ですが、職員の能力開発や資質の向上の必要性を理解

し、取り組みや事業等に協力します。 

地域・団体・事業者 

・団体運営について、補助金等を財源としている運営を見

直し、自立運営に努めます。 

・町からのアウトソーシングや指定管理者制度等への対応

に努めます。 

・行政サービス分野は、行政サービスを提供する職員の能

力開発や職員が職務に専念できる職場環境づくりという

内部管理に関する施策であるため、基本的には行政の役

割ですが、職員の能力開発や資質の向上の必要性を理解

し、取り組みや事業等に協力します。 

 


