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Ⅰ　奄美市行政改革大綱の体系図

◎奄美市の将来像

◎基本理念

◎基本方針３つの目標

市民と行政のパートナーシップで自立（律）的な自治体経営を目指して

２－１市民満足度の向上
①合併効果の工夫
　・奄美市の一体感の醸成
　・窓口市民サービスの質の向上
　・市民の声の反映
②市民と行政の情報の共有化
　・情報公開
　・電子市役所の構築
③監査機能の充実強化

２－２事務事業改革
①民間移行の推進
　・民営化の推進
　・民間委託の推進
　・指定管理者制度の活用
　・ＰＦＩ手法の活用
　・第三セクター等の見直し
　・広域行政の推進

◎行政改革の推進体制
　行政改革を推進するにあたっては，市長を本部長とする「行政改革推進本部」を中心に，全
庁が一体となり，スピード感を持った改革に取り組みます。
　また，民間の委員で構成される「行政改革推進委員会」及び市議会の指摘・提言等も併せ，
さらに広報紙やホームページで広く市民に公表し，評価を受けながら計画の推進を図ります。

奄美市行革普請

②自給力の向上
③外貨獲得力の向上
④人口規模の確保
⑤全庁協働体制の確立
～１課（１係）１NPO等と
の連携～

１　市役所の改革
～市役所の自立（律）～

３　市民と行政の共生・協働力
～自助・互助（共助）・扶助（公助）～

２　市民サービスの改革
～市民の自立（律）～

３市民参画による改革
結い・家普請・道普請のこころ
①地域コミュニティ力の向上
　・コミュニティの活性化
  ・市民と行政の共生・協働
　・公共施設等の地域開放・複合利用
　・男女共同参画社会の推進

②事務事業の見直し
　・事務事業の再編・整理，廃
止・統合
　・各種イベントの見直し
③行政評価システムの充実

１－２財政改革
①計画的な財政運営
②自主財源の確保と拡
充

１－１行政改革
①組織・機構の見直し
②庁内分権の推進
③定員管理の適正化

　・市税等の財源確保と収納率の向
上
　・受益者負担の適正化
　・新たな財源の創出
　・公有財産の管理・運営の見直し
③経費の節減と合理化
　・経費の節減と合理化
　・補助金の整理合理化
　・公共工事のコスト縮減等
　・公営企業並びに特別会計の経営
健全化

１－３職員改革
①職員の意識改革
②人材育成の推進
　・職員研修の推進
　・人事交流の推進
③給与の適正化

１－４議会改革
　議会の組織運営の合理
化

自然・ひと・文化が共につくるきょらの郷
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Ⅱ 行政改革の必要性 

少子高齢化に伴う人口減少の到来，国際社会化や地方分権の進展，住民の価

値観･意識の多様化，さらには，国が進める三位一体の改革による地方交付税の

削減など，地方自治体を取り巻く社会経済情勢は大きな変革期を迎えておりま

す。 

 このような中にあって，平成１８年３月２０日に名瀬市，住用村及び笠利町

の１市１町１村が合併して誕生した本市は，「合併は究極の行政改革」との時代

の流れに的確に対応しながら，合併のスケールメリット（規模を大きくするこ

とで得られる利益）を活かし,自己決定・自己責任による地域の特性にあった個

性的な施策を展開し，地方自治の確立を目指していかなければなりません。 

 しかしながら，合併後の奄美市は，市税等の大きな伸びが期待できない中，

地方交付税や国庫補助金などが削減される一方で，少子高齢化の進展に伴い扶

助費や社会保障関連経費が年々増加する傾向にあります。 

加えて，大変厳しい財政状況下，合併により職員，施設，事務事業共大幅に

自治体規模が拡大しており，行政改革と地域活性化を併せ持つ視点が求められ

ます。 

このため，将来にわたって行政サ－ビスの水準を維持・向上し，「合併して良

かった」と言える市民の満足度を高め，地域特性に応じた「自立した地方自治」

を実現していく必要があります。 

そのためには，従来の行政運営を抜本的に見直し，「稼ぐ市役所」（財源を稼

ぐ）など新たな民間的発想を取り入れるとともに，聖域なき行政改革の断行に

より，新規財源の確保と歳出の総抑制に取り組み，持続力のある行財政基盤を

構築していくことが緊急の課題となっております。 

 

Ⅲ 行政改革の基本的な考え方と基本理念及び基本方針 

 １ 行政改革の基本的な考え方 

行政改革には，行政が最小の経費で最大の効果をあげ，市民が求める公共サ

ービスを最良の形で提供し，既存の行財政システムにとらわれることなく，不

断に見直しを行い改善していくことが求められます。 

  奄美市として，初めての行政運営の指針となる本大綱の策定にあたり，行

政改革を市民と行政が「自己決定・自己責任」及び「自助・互助（共助）・扶

助（公助）」意識を共有し，力を合わせて行政改革を進めるとともに，合併効

果による新たな魅力を創造し，地域経済の自立を図るとともに，さらに，自

然環境，歴史，伝統文化を大切に活かしていく中で心豊かに安心・快適に暮

らすことのできる「自然・ひと・文化が共につくるきょらの郷」（奄美市市町

村建設計画）を目指します。 
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  奄美市の未来は，この「奄美市市町村建設計画」と当行政改革が同時並行

で進行し，両輪の歯車がうまくからみ合ってはじめて開けるものです。 

このようなことを踏まえ，本大綱は合併前の旧市町村で取り組んできた行

政改革の推進事項及び未達成事項を継承するとともに，「市役所の改革」「市

民サービスの改革」「市民と行政の共生・協働力」という三つの視点から本市

の行財政全般を見直し，市民生活の向上及びサービスの安定的提供を最優先

に，時代の要請に即応した行政改革大綱を策定します。 

 
２ 行政改革の基本理念 
   極めて厳しい財政上のもと，本市の将来像である「自然・ひと・文化がつ

くるきょらの郷」（奄美市市町村建設計画）を実現するためには，市民と行政

が対等な立場でこれまでの管理型行政運営から経営型行政運営を目指すこと

が必要です。 

市民においても，これまでの行政依存型（おんぶにだっこ型）や行政への

市民参加（参画）型から新市おいては，市民と行政のお互いの役割を認め合

い，共に力を合わせる「共生・協働力」が求められます。 

これまで，奄美は伝統的に自分たちの地域の課題は自分たちで解決する「結

い（ゆい）・家普請（やぶしん）・道普請（みちぶしん）」の精神で地域自治の

振興が図られてきましたが，この精神の復興・前進こそ奄美市行政改革の原

点としなければなりません。 

これらのことから，行政改革の基本理念を次のとおり設定します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
３ 行政改革の基本方針 
行政改革の推進にあたっては，次の基本項目を柱とします。 
   

―市役所の自立（律）― 
行政と市民の関係の変革が求められる中で，新たな行政課題やますます高

度化・多様化する市民ニーズ（需要）を見極め，限られた財源で良質な市民

【基本理念】 
 
 
 

市民と行政のパートナーシップで自立（律）的な自治体経営を目指して 

奄美市行革普請
ぶしん

 

（１）市役所の改革 
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サービスを提供していきます。 

このため，職員一人ひとりの更なる意識を改革し，それぞれの行政現場で

柔軟な発想と明確なコスト（費用）意識をもって仕事を進め，スリム（無駄

がない）で効率・効果的な市役所へと転換を図ります。  
  

―市民の自立（律）― 
行政サービスへの，市民の満足度が高まるためには，多様化，複雑化して

いる市民ニーズ（需要）を迅速かつ的確に市民の視点でサービス全般につい

て点検や見直しを行っていくことが必要です。 

  市政の主役は市民であり，市職員は全体の奉仕者であるとの認識を踏まえ，

民間のノウハウ（こつ）を活かした接遇の向上を含む全庁的な「市民サービ

ス向上運動」（行政版生産性向上運動）の展開や市政運営の透明化，市民との

情報共有化を進め，質の高い行政サービスを目指します。 

 
                  ―自助・互助（共助）・扶助（公助）― 
行政支出の減量化に伴い地域の産業力や市民（公益）活動力が萎縮しない

よう，市民と行政の共生・協働，定年力，元気長寿，男女共同参画，生涯学

習社会の形成などの施策展開により市民活力の持続的発展を図ります。 

このため，市民及び市民活動（公益）団体と行政機関が，対等のパートナ

ー（相手）として自助・互助（共助）・扶助（公助）の役割を認め合い，共に

力を合わせて市政を進める「共生・協働」を推進します。 

今後，公共サービスは行政のみが担うのではなく，地域において意欲と能

力を備えた市民活動（公益）団体をはじめ，ＮＰＯや企業の社会貢献活動等

と行政の多様な主体によるパートナーシップ「共生・協働」を旨としながら，

それぞれの役割分担により地域経営を進め，活力を創造します。 

 
Ⅳ 行政改革大綱の実施期間 

 行政改革大綱の実施期間は平成１８年度から平成２１年度の４年間とします。 

 また，本大綱の推進期間中においても，自治体を取り巻く環境の変化や改革

項目の進捗状況によっては，必要があれば，随時見直しを行います。 

 
Ⅴ 推進体制等 

 １ 推進体制 

   行政改革を進めるにあたっては，市長を本部長とする「行政改革推進本

部」を中心に全庁が一丸となり，スピード感をもって改革に取り組みます。 

   ① 市町村合併調整項目の３９７項目調整のスピードアップを図り行政

（２）市民サービスの改革 

（３）市民と行政の共生・協働力 
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改革に反映させます。 

   ② 計画策定から推進に至る各段階において，奄美市行政改革推進委員

会による監視，調査はもとより，職員，市民，市議会から幅広い意見

を求め，行政改革内容の充実に努めます。 

③ 行政改革の進捗状況や成果を市民と共有できるよう「行政改革ニュ

ース」等でＰＲを図ります。 

     ＰＲ手段は，ホームページに偏ることなく，あらゆる手段で市民に

周知を図ります。 

 
２ 実施計画及び集中改革プランの策定 

   行政改革の実施にあたっては，行政改革の行動計画である「実施計画」

を策定します。 

集中的な取り組みを示す「集中改革プラン」は「実施計画」の中に包含

し，出来る限り実施時期や数値目標を市民に公表して取り組みます。 

 
３ 進行管理 

     「実施計画」及び「集中改革プラン」は，毎年度ローリングを行うととも

に，計画策定（Ｐlan）⇒実施（Ｄo）⇒検証（Check）⇒見直し（Action）

を体系化した「ＰＤＣＡサイクル」による進行管理を行います。 

 
Ⅵ 基本方針を達成するための具体的方策 

 
（１）組織・機構の見直し 

従来の縦割り型組織にとらわれず，政策目標に基づき，効果的・効率

的に事務事業を処理し得る弾力的組織運営を目指します。 

このため，トップマネージメントの発揮を促進する体制や縦割り行政

の限界をカバーするフラット（平坦）な組織を加味するなど，地域事情

にも配慮した効率的な組織運営を図ります。 

 
（２）庁内分権の推進 
    各部局に部局内の職員配置及び予算配分等，一定の権限委譲を検討し，

権限と責任，意思決定の明確化や迅速化を図ることにより，高品質で市

民満足度の高い行政サービスを提供できる体制の整備を検討します。 

 

（３）定員管理の適正化 
基本的な事務事業の整理，組織の合理化，職員の適正配置に努めると

１－１ 行政改革 
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とともに，民間委託の推進等により職員総数の抑制に取り組み，市民１

００人に対し，職員１人体制を目指します。 

    また，今後奄美市で想定される大量退職を踏まえ，新規職員採用，臨

時的任用職員等のバランスに考慮し，「定員適正化計画」を将来にわたる

詳細な分析を行い計画的な職員数抑制及び総人件費の抑制に取り組みま

す。 

 
 
 （１）計画的な財政運営 

健全財政を確保していくため，その目安となる財政指標を設定し，計

画的な財政運営を図るとともに，企業会計的な手法を用いた分析結果や

行政評価，成果重視，施策の優先度などを予算編成に反映し，「選択と集

中」（ビルドアンドスクラップ）の精神により，質の高い市民本位の財政

運営に努めます。 

 
 （２）自主財源の確保と拡充 
   ①市税等の財源確保と収納率の向上 

    市税をはじめ，国民健康保険税，保育料，市営住宅使用料等について，

口座振替の推進や滞納対策の強化に取り組み，特に悪質な滞納者につい

ては，法的措置を講じ，収納率の向上を図ります。 
 

②受益者負担の適正化 
    住民負担の公平性及び受益者負担の適正化の観点から，使用料，手数

料などのすべての公共料金等の見直しを図ります。 

    
③新たな財源の創出 

    新たな財源確保策として，「自らの支出は自らの歳入確保で」「稼ぐ市

役所」（財源を稼ぐ）など民間的視点を合言葉に広報紙，ホームページ，

公共施設等の企業広告掲載や施策目的に対応した市民参加型の仮称市民

活動（公益）育成基金（ファンド）・ミニ公募債の創設などに取り組みま

す。 

また，国，県等外部資金の積極的・効果的導入による施策展開及び企

業誘致など産業振興を図るとともに，住みよい，安心・安全のまちづく

りを進めて定住化を促進するなどの方策を講じて，自主財源の安定的確

保と拡充に取り組みます。 

     

１－２ 財政改革 
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④公有財産の管理・運営の見直し 

    遊休施設や未利用市有地，公用車等の公有財産については，有効利用

を図り，活用できないものについては，売却，譲渡等を含めた処分の検

討を進めます。 

 

（３）経費の節減と合理化 

①経費の節減と合理化 

 限られた財源を効率的に活用できるよう，職員のコスト意識を高め，

数値目標の設定等により，全庁的にＩＴ関連経費，内部管理費などの経

費節減に努めます。 

 

②補助金の整理合理化 

    補助金や負担金については，既に目的を終えたもの，効果が上がらな

いもの，既得権化しているものについて，徹底した見直しとあり方の検

証を行い，サンセット方式などを用いて，計画的に整理合理化を図りま

す。 

    また，市民の自由な発想を活かした地域振興を図るため，公益性の高

い団体等の活動を支援する公募型補助金制度や企業の社会貢献活動との

連携を図ります。 

 

   ③公共工事のコスト縮減等 

公共工事については，財政計画に基づく適正な事業規模での実施及び

コスト縮減に努めるとともに，情報公開により，入札・契約等のより一

層の透明性，競争性，公平性を確保します。 

   

   ④公営企業並びに特別会計の経営健全化 

    公営企業については，独立採算の原則を堅持し，市民に対する安定し

た業務体制の効率化を図り，サービスの維持・向上に留意しながら事務

事業の見直し，業務の一部の民間委託，指定管理者制度導入の検討，職

員の給与・定員管理及び管理の適正化等を通して一層の経営の健全化に

努めます。 

    国民健康保険，老人保健，介護保険はじめとする各事業特別会計につ

いては，所期の趣旨に鑑み経営健全化に向けて取り組みます。 

 
 
 



-10- 

 
（１）職員の意識改革 
    地方分権の進展により，職員には創造的な政策形成能力や財源創出能

力，法務能力等が一層求められており，市民の目線に立った行財政運営

を行っていくには，職員の徹底した意識改革が求められ，行政改革の成

否は職員の意識改革にあると言えます。 

このため，職員が過去の慣例や前例にとらわれることなく，常に改善・

改革する気持ちを持って仕事に取り組み、職員の意欲と能力が最大限市

民のために発揮できるよう庁内環境を整えます。 

また、職員自らも地域に入って市民との対話や交流を通じて市民ニー

ズ（需要）の把握に努め、常に市民ニーズ（需要）に沿ったサービスが

提供できるよう努力します。 

職員の意識を喚起させる手法として，職務実績を適正に評価し，待遇

に反映させる「勤務評価制度」の導入に取り組みます。 

 

（２）人材育成の推進 

   ①職員研修の推進 

限られた財源の中で限られた人員により、市民サービスの向上を図っ

ていくには、職員がその能力を最大限発揮し、行政課題に対処していく

必要があります。  

そのため、人材育成の目的や方策等を明確にした「人材育成基本計画」

を策定し、専門研修や各種研修機関、他自治体等との合同研修・職員提

案・表彰制度の充実に努め，将来を見据えた人材の育成を図ります。  

併せて，市民と行政が対等なパートナー（相手）として「共生・協働」

を推進するため，市民活動（公益）団体や企業と行政が相互研修し合う

機会を創出します。 

 

②人事交流の推進 

職員の能力や可能性を最大限引き出し全庁的に活用していくため、本

庁と総合支所間の人事交流を活性化するとともに，長期的視点に立った

職員採用,専門職員の採用，庁外からの人材活用を推進します。 

 

（３）給与の適正化 

厳しい地域経済や公務員給与と民間賃金水準の格差指摘等を背景に，

職責に応じた給与体系，特別昇給，諸手当，旧市町村間の職員給与の未

調整項目等，総合的に点検・是正します。 

１－３ 職員改革 
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    議会の組織運営の合理化 

        議会においても，行政改革の理念を踏まえ，その機能に十分留意しつ

つ，自主的な組織・運営の合理化努力を求める。 

 
  
 （１）合併効果の工夫 

①奄美市の一体感の醸成 

    市民が「合併してよかった」と実感が持てるよう速やかな奄美市の一

体感の醸成と均衡ある発展を図る観点から，各種イベント（市民体育祭・

文化祭・まつり等）の工夫，本庁・総合支所間の職員の人事交流，民間

団体間の交流など，積極的に取り組みます。 

また，新市で調整するとした３８７項目について市民サービスの一元

化へ向け，合併調整項目の早期調整を図ります。 

また，市民と職員が合併効果を不断に情報交換し，共有し合えるよう，

職員の市民活動やボランテァ活動との連携・参加を積極的に進めます。 

 

②窓口市民サービスの質の向上 

    「窓口業務は市役所の顔である」との認識に立ち，市民が利用しやす

い，市民のためにある市役所にするため，市民の視点に立った窓口サー

ビス時間等の弾力化，行政手続の簡素化，ワンストップサービス体制な

どを整備し，市民満足度の高い行政サービスの向上を目指します。 

  

③市民の声の反映 

    市政への市民参画を促進し，活力と魅力にあふれた地域社会を築くた

め，各種審議会等に幅広い市民の参画を求めます。 

    また，まちづくり懇談会の開催，パブリックコメントの活用により，

市民の声を政策形成過程に活かすとともに，市民が施策，事業の実施に

積極的に参画・協働出来る行政体制を整備します。 

 

（２）市民と行政の情報の共有化 

   ①情報公開 

市民と行政のパートナーシップ（協力関係）を基本とした市政運営を

進めるにあたっては，相互の信頼関係の構築が不可欠であり，行政が保

有する情報を積極的に公開するとともに，市民が求める情報をわかりや

く提供して透明性の高い市政運営が求められます。 

２－１ 市民満足度の向上 

１－４ 議会改革 
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このため，情報公開及び行政手続制度の的確な運用に努めるとともに，

個人情報保護条例に基づくプライバシー（個人情報）保護に配慮をしな

がら，情報の積極的な公開に努めます。 

 

②電子市役所の構築 

    行政システムの電子化を推進して事務の効率化を図るとともに，情報

提供や申請・届出の手続きについてＩＣＴ（情報通信技術）を積極的に

活用して，サービスの迅速化や利便性をより一層向上させる「電子自治

体」の構築を目指します。 

    また，地域イントラネット（地域内の情報通信網）整備に伴う各公共

施設間の情報共有体制を充実します 

 

（３）監査機能の充実強化 

    本格的な地方分権時代を迎え，行政の説明責任が増大する中，適正で

効率的な行政運営を確保し，市民の信頼と負託に応えるため，より一層

の監査機能の充実に努めます。 

  
 
 （１）民間移行の推進 

   ①民営化の推進 

    業務の量や質の変化に対し，迅速できめ細かな行政サービスを提供し

ていくためには，民間の専門性や技術・能力を十分活用していくことが

必要とされており，市民サービスの確保を基本に，民営化が可能な施設

は積極的に民営化を推進します。 

 

②民間委託の推進 

    市民サービスを最も効果的，効率的に提供するために，民間委託の実

施が適当な事業については，本市の適正な管理監督のもとに，行政責任

の確保，個人情報の保護や守秘義務の確保，市民サービスの維持向上等

が図られることに留意しつつ，事業全般にわたり総点検を行い積極的に

民間委託を推進します。 

  

③指定管理者制度の活用 

    公の施設の管理・運用にあたっては，多様化する市民ニーズに，より

効果的・効率的にサービスを提供するために，「民間運営可能なものは民

間に」を旨にすべての施設について点検を行い，指定管理者制度を積極

２－２事務事業改革 
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的に活用します。 

  

④ＰＦＩ手法の活用 

    公共施設などの建設，維持管理，運営などについて，民間の資金，経

営能力及び技術的能力を活用することで，低廉かつ良好なサービスが提

供され，地域の活性化に資すると考えられる施設については，ＰＦＩの

制度導入を検討します。 

  

⑤第三セクター等の見直し 

    第三セクター・公社等の外郭団体については，設立目的に照らし，事

業内容及び市からの支援措置等について見直しを行い，団体間の統廃合

についても検討します。 

 

   ⑥広域行政の推進 

    市民の行動範囲は，市域を越えて広域化しております。 

    今後さらに市域にとらわれない施策の重要性は増加していくことを踏

まえ，広域的な行政サービスの研究・推進に努めます。 

 

 （２）事務事業の見直し 

   ①事務事業の再編・整理，統合・廃止 

    本市の財政事情及び地方分権の進捗状況を踏まえ，事務事業の「選択

と集中」（ビルドアンドスクラップ）により，歳出全般の抑制を図り，行

財政の減量化に取り組みます。 

     

  ②各種イベントの見直し 

   まつり等各種イベントについては，財政状況を勘案し，前例踏襲にこ

だわらず，内容の見直し，統廃合，持ち回り開催，隔年開催等の工夫，

拠点イベントと地域に身近なイベントの整理など再構築します。 

再構築にあたっては，市民と行政の役割分担や，島外から集客効果の

ある「稼ぐイベント」など工夫します。 

 

（３）行政評価システムの充実 

    簡素・効率的かつ効果的・成果重視型の行財政運営とするため，施策

や事業の成果などを検証・評価し，行政改革に結びつける行政評価シス

テム（制度）の充実に努めます。 
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ー結い（ゆい）・家普請（やぶしん）・道普請（みちぶしん）のこころー 

 

（１）地域コミュニティ力の向上 

奄美は伝統的に「自分たちの地域でやれることは自分たちでやる。」と

いうことの集落精神があり，この「結い」及び「家普請・道普請」の精

神の復興こそ「共生・協働」の旨とします。 

新市の各施策・事業は安い経費でこれらの地域組織や各種市民活動（公

益）団体・企業社会貢献活動等が「共生・協働」して推進することが必

要です。 

このように，集落の持つ風習や伝統，文化に見られる「結い・家普請・

道普請のこころ」を全市に広め，奄美市の振興と行政改革に取り組みま

す。 

   

①コミュニティの活性化 

    市民と行政が「自己決定・自己責任」による市民主役のまちづくりを

共有し推進するため，地域コミュニティ（自治）の組織育成や活動を促

進するとともに，活動拠点施設の確保を支援します。 

    また，農村地区の嘱託員（駐在員）制度の継続活用を図ります。 

 

②市民と行政の共生・協働 

これまでのような行政を中心とした公共サービスの提供には質的にも

量的にも限界があり，市民の「選択と負担」の原則の下，各地域にふさ

わしい公共サービスを提供する分権型社会システムの転換が求められて

います。 

    今後は，市民と行政がそれぞれの役割分担を明確化するとともに，「金

がなければ知恵を・知恵がなければ汗を・汗もなければスピード（早さ）

を」の精神で共に考え，汗を流し，地域の課題の解決を図る「共生・協

働」を推進することにより，奄美市の活力を生み出します。 

このことを踏まえ，地域において意欲と能力を備えた市民活動（公益）

団体をはじめ，ボランテァ活動（有償ボランテァを含む）やＮＰＯ，企

業の社会貢献活動など多様な主体が「共生・協働」して公共サービスを

提供していく場づくりとボランテァ・協働人材登録制度などの施策の強

化を図ります。 

     

 

３ 市民参画による改革 
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③公共施設等の地域開放・複合利用 

   公共施設の有効活用を図るため，提供可能な遊休施設等を公益性の高

い市民活動（公益）団体等へ開放し，住民自治・教育・文化・産業等の

施策充実に努めます。 

 

④男女共同参画社会の推進 

    性別によって男女の役割を固定的にとらえる考え方や社会慣行の転換

を図り，女性のより一層の社会参画が図れる環境を整備するとともに，

市の政策・方針決定過程である委員会等に女性の登用を積極的に推進し

ます。 

 

 （２）自給力の向上 

    行政改革により，市民経済力（自給力）が萎縮しないよう，１集落１

ブランド（宝資源活用・奄美市ミュージアム）や地産地消，市民農園（市

有地・民有地），営農応援隊，遊休地貸与（兼業・帰農のススメ）システ

ム，コミュニティビジネス，地域通貨（エコマネー），公募型補助金，市

民活動（公益）の目的や施策と結合した，市民参加型市民活動（公益）

育成基金（ファンド）の創設・工夫・活用など，市民の自給力を高める

施策の充実を図ります。 

  

（３）外貨獲得力の向上 

    行政改革により，市民経済力（外貨獲得）が萎縮しないよう，１集落

１ブランド（宝資源活用・奄美市ミュージアム）の施策をはじめ，トッ

プセールスの展開，高付加価値型産業のクラスター（集積）の形成，営

農応援隊，ボランティアガイド（観光等），ＮＰＯ等の人材育成等の協働

施策を強化します。 

     

 （４）人口規模の確保 

    合併後の活力あるまちづくりと行政改革により人口規模縮小が加速し

ないためには，一定の人口規模（定住・半定住（２地域居住）・交流人口）

が常時確保されていることが不可欠です。 

長寿・子宝，男女共同参画，Ｉ・Ｕターン，団塊世代，帰農等関連の

奨励施策を「共生・協働」により推進します。 
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（５）全庁協働体制の確立 

   ～１課（１係）１ＮＰＯ等との連携～ 

   「共生・協働」の推進にあたっては，市役所の全庁的な協働システム

を構築することが求められます。 

各課（係）がＮＰＯや市民活動（公益）団体，企業の地域貢献活動と

の連携で市民サービスの質の向上を図る体制整備のため各課に協働担当

を配置（兼任）し，センター機能を発揮する「市民協働推進室」との連

携を図るとともに，「１人の職員が１００人の市民と協働する」市民・職

員間の意識の共有化と人材マッチング（結合）に努めます。 
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◇用語解説◇           （五十音順） 
○ＩＣＴ 

Information and Communications Technology の略で，情報通信技術のこと。情報技術や

インターネット関連機器などを駆使し，事務部門だけでなく，経営や生産・流通部門など

幅広い分野に情報技術を活用し，効率化を図る手段。 

 
○ＮＰＯ 

Non-Profit Organizationの略で，民間非営利組織のこと。営利を目的とせず，福祉，環
境，スポーツ，まちづくりなどの分野で社会貢献を行う民間組織。平成１８年１１月現在，

奄美市では１９のＮＰＯ法人がある。 
 

○共生・協働 

互いの立場や価値観を認め合い，ある課題について関係する各主体が，共通の目的に向

かって対等の立場で協力し合うこと。行政と市民（市民団体），企業などの新たな関係のあ

り方として注目されており，コラボレーション，パートナーシップといった表現も同義語

として用いられている。 
 

○コミュニティビジネス 

コミュニティビジネスとは、市民が主体となって、地域が抱える課題をビジネスの手法

により解決し、またコミュニティの再生を通じて、その活動の利益を地域に還元するとい

う事業のことの総称。 

 

○産業クラスター 

ブドウの房のような企業・機関のネットワーク。その新しい組み合わせ。特定分野にお

ける関連企業、専門性の高い供給業者、サービス提供者、関連業界に属する企業、関連機

関（大学、規格団体、業界団体など）が地理的に集中し、競争しつつ同時に協力している

状態 
 

○サンセット方式 

サンセット方式とは、補助金に一定期間の終期を設定し、特別の理由がなければ期限の

延長は行わないことです。 

 

○三位一体の改革 

国庫補助金を廃止または削減し，その対象としていた事務事業を地方自治体がなお実施

しなければならない場合には，その財源を国税から地方税の委譲により行う。同時に，地

方交付税の総額を抑制し，国と地方を通じた財政の健全化を図る。この国庫補助金廃止，
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税源委譲，地方交付税改革という三つの改革を三位一体改革という。 
 

○指定管理者制度 

「公の施設」の管理を地方公共団体の指定を受けた者が「指定管理者」として管理  を
代行する制度のこと。従来，公の施設の管理は，地方自治法の定めにより，地方公共団体

の出資法人などが管理受託者として管理を行う「管理委託制度」がとられてきたが，平成

１５年９月に施行された改正地方自治法により，指定管理者による「管理代行制度」とな

り，民間事業者等の参入も可能となった。平成１８年１１月現在，奄美市では２９の公の

施設（旧名瀬市地区）で指定管理者制度を導入している。 
 

○集中改革プラン 

  総務省は，平成１７年３月２９日付けで，「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」を策定し，より一層の積極的な行政改革の推進を地方公共団体に求

めています。 

この指針では，平成１７年度から平成２１年度までの具体的な取り組みを市民にわか

りやすく明示した計画「集中改革プラン」を平成１７年度中に公表するよう求められて

いましたが，本市では，合併日が平成１８年３月２０日であったため，平成１８年度か

らの公表となります。 

 

○第三セクター 

 地方公共団体と民間事業者とが共同で出資を行っている商業法人及び民法法人のこと。 
 

○地域コミュニティ 

人々が共同体意識を持って共同生活を営む一定の地域，及びその人々の集団。地域社会。

共同体。 
 

○地方公社 

地方公共団体の事務の一部である事業を代行して実施させるために設置した外郭団体で

あり，地方公共団体から出資等の財政措置または役職員等の派遣を受けている。 
 

○電子自治体（市役所） 

ＩＣＴを活用し，行政サービス（申請・届出その他申し込み，公共施設の空き状況の確

認・予約受付，各種情報提供等）を電子的に提供することで，住民サービスの向上，行政

事務の効率化及び地域の活性化を図ること。 
 
○トップセールス 
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   企業の社長などが，直接宣伝販売などを行うこと。市長自ら先頭に立ち，セールスを行

うこと。 

 

○トップマネージメント 

企業の経営管理組織の最上層部。人事・経営方針などの重要事項についての意志決定を

行う。 
 

○パブリックコメント 

市の重要な施策案の策定にあたり，事前に内容を公表して市民から意見を募集し，それ

を考慮して施策の意思決定とする制度 
 

○ビルドアンドスクラップ 

行政機構における膨張抑制の方法の一。組織の新設にあたっては、同等の組織の廃止を

条件とすること。新施策を旧施策に入れ替えること。 
 

○ＰＦＩ事業 

private finance initiative の略で，公共施設などの設計，建設，維持管理，運営に 民

間の資金とノウハウを活用し，公共サービスの提供を図っていく事業。 

 
○フラットな組織 

多くの階層からなるピラミッド型の組織をなるべく少ない階層にすることや，責任が明

確になるよう組織の規模を見直すこと，下位の職への権限委譲を進めることを特徴とした

組織形態のこと。            
 

○普請（ぶしん） 

   家屋を建てたり，道路を修理したりすること。力を合わせて作業に従事すること。奄美

では，伝統的に家普請（やぶしん）道普請（みちぶしん）など「自分たちの地域でやれる

ことは自分たちでやる。」ことの集落精神が残っている。「結い」と同義語。 

 

○ワンストップサービス 

一度の手続きで，必要とする関連作業をすべて完了させられるよう設計されたサービス。 
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