
- 87 - 

Ⅵ 地方分権・行政改革 
(１)道州制・地方分権 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

188 

道州制の実現に向け

て、国の出先機関の移

管、権限の委譲の受け

皿となる『中部広域連

合』を関係者の理解を

得て早期に設立する 

知事政策局 ○広域連携の取組を積み重ねつつ対応 

・広域連携の取組の推進 

・｢国の出先機関改革に係る中部圏研究

会｣での検討 

○広域連携の取組を積み重ねつつ対応 

・広域連携の取組の推進 

・東海三県一市での検討 

 

○広域連携の取組を積み重ねつつ対応 

・広域連携の取組の推進 

 ・「さらなる地方分権改革に向けた愛知

県提言」を全国知事会議に提出 

・全国知事会及び道州制推進知事・指

定都市市長連合を通じ道州制の基本

法案について意見提出 

○広域連携の取組を積み重ねつつ対応 

・広域連携の取組の推進 

・全国知事会等を通じ働きかけ 

・国の「地方分権改革に関する提案募

集」に対する愛知県の提案を提出 

 

189 

市町村への権限移譲を

推進 

総 務 部 ○要綱の見直し 

・移譲事務の総点検 

・移譲モデルの設定 

＊｢県から市町村への権限移譲推進要

綱｣を改正(24年3月) 

○改正要綱による権限移譲の推進 

・移譲モデルに沿って市町村が移譲計

画を策定 

・移譲計画に沿って移譲団体を拡大 

○改正要綱による権限移譲の推進 

・移譲計画に沿って移譲団体を拡大 

○改正要綱による権限移譲の推進 

・移譲計画に沿って移譲団体を拡大 

190 

『身近でやさしい民主

主義』を実現するた

め、地域委員会をすす

める 

地域振興部 ○｢地域力｣を高める地域づくりの推進 

・住民組織による地域づくりの取組促進 

＊地域コミュニティ活性化アドバイ

ザーの派遣 

・フォーラム等の開催 

＊地域の絆を考えるフォーラム(豊橋

市・名古屋市) 

○｢地域力｣を高める地域づくりの推進 

・住民組織による地域づくりの取組促進 

＊地域コミュニティ活性化アドバイ

ザーの派遣 

○｢地域力｣を高める地域づくりの推進 

・住民組織による地域づくりの取組促進 

＊地域コミュニティ活性化アドバイ

ザーの派遣 

 

○｢地域力｣を高める地域づくりの推進 

・住民組織による地域づくりの取組促進 

・シンポジウムの開催 

 

○身近でやさしい民主主義に資する地域

づくりに取り組む市町村支援 

・地域課題の解決をすすめる住民組織

の設立・運営に係るモデル事業に対

する補助 

＊コミュニティ推進協議会の設立、

講演会、研修会等の開催などに対

する支援(津島市・碧南市・犬山

市・大口町) 

○身近でやさしい民主主義に資する地域

づくりに取り組む市町村支援 

・地域課題の解決をすすめる住民組織

の設立・運営に係るモデル事業に対

する補助 

＊コミュニティ推進協議会の設立、

講演会、研修会等の開催などに対

する支援(碧南市・新城市) 

・モデル事業の検証、県内市町村の取

組状況の調査 

 ・県内市町村への PR、調査結果のフィ

ードバック 

＊地域コミュニティ活性化市町村会議 

○身近でやさしい民主主義に資する地域

づくりに取り組む市町村支援 

・モデル事業の検証、先進事例調査 

・県内市町村への PR、調査結果のフィ

ードバック 

＊地域コミュニティ活性化市町村会

議 

・市町村職員を対象とする研修会の開

催(豊田市、北名古屋市) 

・有識者の派遣等による市町村の取組

支援(大府市) 

 

○身近でやさしい民主主義に資する地域

づくりに取り組む市町村支援 

・モデル事業の検証等 

・県内市町村への PR、調査結果のフィ

ードバック 

・市町村職員を対象とする研修会の開

催 

・有識者の派遣等による市町村の取組

支援 
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(２)行政改革 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

191 

副知事６人制へ。民

間・女性の登用、東三

河担当を 

総 務 部 ○東三河担当副知事の設置(23年4月)  ○女性副知事の登用(25年7月) ○民間企業出身副知事の登用(26年4月) 

○民間・女性副知事の登用の検討(状況に

応じて適時適切に選任) 

○民間・女性副知事の登用の検討(状況に

応じて適時適切に選任) 

○民間副知事の登用の検討(状況に応じて

適時適切に選任) 

 

192 

職員の定数削減、人件

費・知事給与の削減・

見直し 

総 務 部 

  
○定員の適正管理 

・第五次行革大綱に基づき、23 年度定

数において、知事部局等と教育の事

務部門で75人を削減 

○定員の適正管理 

・第五次行革大綱及び重点改革プログ

ラムに基づき、24 年度定数におい

て、知事部局等と教育の事務部門で

70人を削減 

○定員の適正管理 

・第五次行革大綱及び重点改革プログ

ラムに基づき、25 年度定数におい

て、知事部局等と教育の事務部門で

46人を削減 

○定員の適正管理 

・第五次行革大綱及び重点改革プログ

ラムに基づき、26 年度定数におい

て、知事部局等と教育の事務部門で

26人を削減 

○給与等の適正管理 

・知事給与等の抑制(削減額約117億円) 

・特殊勤務手当の見直し 

・行政委員報酬の見直し 

○給与等の適正管理 

・知事給与等の抑制(削減額約169億円) 

・現業職員の給与の見直し 

・一般職の退職手当の見直し 

○給与等の適正管理 

・知事給与等の抑制(削減額約154億円) 

・特殊勤務手当(日額手当)の見直し 

・知事等特別職の退職手当の見直し 

 

○給与等の適正管理 

・知事給与等の抑制(削減額約11億円) 

・高齢層職員等を対象にした昇格制度

の見直し 

・給与構造改革における給料の切替に

伴う経過措置の廃止 

・特殊勤務手当(月額手当)の見直し  

193 

資産査定、資産の有効

利活用 

総 務 部 ○資産査定・資産活用に関する取組の推進 

・資産査定・資産の有効利活用プロジ

ェクトチームの開催 

・新たな公会計制度の導入に伴う固定

資産台帳の整備 

・効果的・効率的な庁舎等の利用・管

理の推進 

＊｢県有施設利活用・保守管理プログ

ラム｣(第1次分)策定(16施設) 

(2月) 

・ネーミングライツ等新たな財源確保

策の推進(ガイドライン策定： 9月) 

・未利用地の売却・貸付の推進及び新

たな県有地有効活用策の検討 

＊｢県有地活用による福祉施設整備事

業実施要綱｣の策定(24年3月) 

○資産査定・資産活用に関する取組の推進 

・資産査定・資産の有効利活用プロジ

ェクトチームの開催 

・新たな公会計制度の導入に伴う固定

資産台帳の整備 

・効果的・効率的な庁舎等の利用・管

理の推進 

＊｢県有施設利活用・保守管理プログ

ラム｣(第2次分)策定(16施設) 

(2月) 

・ネーミングライツ等新たな財源確保

策の推進(歩道橋7か所に導入) 

・未利用地の売却・貸付の推進及び新

たな県有地有効活用策の検討(大津橋

県有地及び東外堀町県有地の民間貸

付開始) 

○資産査定・資産活用に関する取組の推進 

・資産査定・資産の有効利活用プロジ

ェクトチームの開催 

・固定資産台帳等から得られる資産情

報の活用策の検討 

・効果的・効率的な庁舎等の利用・管

理の推進 

＊｢県有施設利活用・保守管理プログ

ラム｣(第3次分)策定(2施設) 

(3月) 

・ネーミングライツ等新たな財源確保

策の推進(森林公園ゴルフ場、歩道橋

３か所に導入) 

・未利用地の売却・貸付の推進及び新

たな県有地有効活用策の検討(春日井

市内県有地の福祉施設整備事業者へ

の貸付開始等) 

○資産査定・資産活用に関する取組の推進 

・資産査定・資産の有効利活用プロジ

ェクトチームの開催 

・固定資産台帳等から得られる資産情

報を活用し、県有施設利活用最適化

の課題や方策を検討 

・効果的・効率的な庁舎等の利用・管

理の推進(プログラムの実行) 

・ネーミングライツ等新たな財源確保

策の推進(海陽ヨットハーバー、武道

館に導入) 

・未利用地の売却・貸付の推進及び新

たな県有地有効活用策の検討 

194 

事業仕分け 

総 務 部 ○重点改革プログラムの作成、公表 

・政策評価・事務事業見直しプロジェ

クトチームの開催 

・県民からの意見募集(356通) 

・重点改革プログラム作成・公表(12月) 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○外部有識者による公開ヒアリング(事業

仕分けの手法を参考にする) 

＊ヒアリング実施項目：8項目 

○外部有識者による公開ヒアリング(事業

仕分けの手法を参考にする) 

＊ヒアリング実施項目：6項目 

○外部有識者による公開ヒアリング(事業

仕分けの手法を参考にする)  

  ＊ヒアリング実施項目：6項目 

○外部有識者による公開ヒアリング(事業

仕分けの手法を参考にする)  

 

○行政評価の実施 

・職員による自己評価を行い、行政評

価委員会を経て、結果を公表し、事

務事業の見直しに反映 

＊対象事業数：1,577事業 

○行政評価の実施 

・職員による自己評価を行い、行政評

価委員会を経て、結果を公表し、事

務事業の見直しに反映 

＊対象事業数：1,535事業 

○行政評価の実施 

・職員による自己評価を行い、行政評

価委員会を経て、結果を公表し、事

務事業の見直しに反映 

＊対象事業数：1,517事業 

○行政評価の実施 

 ・職員による自己評価を行い、行政評

価委員会を経て、結果を公表し、事

務事業の見直しに反映 

・新公会計制度の導入に伴い、管理事

業単位の評価を開始 

195 

情報公開の徹底推進 

県民生活部  ○情報公開制度の適正な運用 

 ・情報公開審査会の開催 

 ・愛知県行政文書ファイル検索システ

ムの運用 

○情報公開制度の適正な運用 

・情報公開審査会の開催 

 ・愛知県行政文書ファイル検索システ

ムの運用 

○情報公開制度の適正な運用 

・情報公開審査会の開催 

 ・愛知県行政文書ファイル検索システ

ムの運用 

○情報公開制度の適正な運用 

・情報公開審査会の開催 

 ・愛知県行政文書ファイル検索システ

ムの運用 

  ○県政情報の提供の推進 

・行政資料の収集・閲覧制度の実施 

＊情報提供の利用者数：8,536人 

＊行政資料の登録：2,589件 

・刊行物の有償頒布制度の実施 

＊刊行物有償頒布：2,219部 

○県政情報の提供の推進 

・行政資料の収集・閲覧制度の実施 

＊情報提供の利用者数：9,949人 

＊行政資料の登録：2,633件 

・刊行物の有償頒布制度の実施 

 ＊刊行物有償頒布：1,871部 

○県政情報の提供の推進 

・行政資料の収集・閲覧制度の実施 

＊情報提供の利用者数：11,912人 

＊行政資料の登録：2,668件 

・刊行物の有償頒布制度の実施 

＊刊行物有償頒布：3,013部 

○県政情報の提供の推進 

・行政資料の収集・閲覧制度の実施 

・刊行物の有償頒布制度の実施 

196 

予算節約報賞制度を導

入 

総 務 部 ○節約努力による不用額を後年度の財源

に活用する手法の拡充 

・部局の予算節約額の一部を翌々年度

の予算要求枠に加算 

○節約努力による不用額を後年度の財源

に活用する手法の拡充 

・部局の予算節約額の一部を翌々年度

の予算要求枠に加算 

○節約努力による不用額を後年度の財源

に活用する手法の拡充 

・部局の予算節約額の一部を翌々年度

の予算要求枠に加算 

○節約努力による不用額を後年度の財源

に活用する手法の拡充 

・部局の予算節約額の一部を翌々年度

の予算要求枠に加算 

197 

意欲ある職員を登用す

るため、重要プロジェ

クトには提案公募制度

を導入 

総 務 部 ○やりたい仕事挑戦制度を活用した提案

公募制度の実施 

・主要プロジェクト等の重点事業につ

いて、事業提案を要件とした募集を

行い、選考に合格した者を、提案し

た事業を所管する所属に異動させる

制度を実施 

＊応募者11人 

○やりたい仕事挑戦制度を活用した提案

公募制度の実施 

・主要プロジェクト等の重点事業につ

いて、事業提案を要件とした募集を

行い、選考に合格した者を、提案し

た事業を所管する所属に異動させる

制度を実施 

＊応募者4人 

○やりたい仕事挑戦制度を活用した提案

公募制度の実施 

・主要プロジェクト等の重点事業につ

いて、事業提案を要件とした募集を

行い、選考に合格した者を、提案し

た事業を所管する所属に異動させる

制度を実施 

＊応募者7人 

○やりたい仕事挑戦制度を活用した提案

公募制度の実施 

・主要プロジェクト等の重点事業につ

いて、事業提案を要件とした募集を

行い、選考に合格した者を、提案し

た事業を所管する所属に異動させる

制度を実施 

198 

新規採用過程の柔軟化 

総 務 部 ○専門職種における採用方法の見直し 

・選考試験職種について、採用時期を

柔軟化する方向で検討 

 

○専門職種における採用方法の見直し 

・一部の選考試験職種について、採用

時期の柔軟化をモデル的に実施(獣医

師、看護師) 

○専門職種における採用方法の見直し 

・選考試験職種について、採用時期を

柔軟化(年度途中の採用)する職種を

拡大(獣医師、看護師、保育士、診療

放射線技師等) 

○専門職種における採用方法の見直し 

 ・引き続き採用時期の柔軟化(年度途中

の採用)を推進 

  ○競争試験職種における採用方法の見直し 

 ・競争試験職種について、採用時期を

柔軟化(年度途中の採用) 

○競争試験職種における採用方法の見直し 

 ・引き続き採用時期の柔軟化(年度途中

の採用)を推進 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

199 

中途採用を人数、年齢

ともに拡大 

総 務 部 ○民間企業等職務経験者の採用制度の充実 

・全体の採用者数の中で一定数を確保 

＊24年4月1日採用者数：27人 

・受験年齢制限の拡大 

｢30歳～34歳｣→｢～59歳｣ 

○民間企業等職務経験者の採用制度の充実 

 ・全体の採用者数の中で一定数を確保 

＊25年4月1日採用者数：29人 

  

○民間企業等職務経験者の採用制度の充実 

 ・全体の採用者数の中で一定数を確保 

＊26年4月1日採用者数：24人 

  

○民間企業等職務経験者の採用制度の充実 

 ・全体の採用者数の中で一定数を確保 

200 

企業、海外ジェトロ、

大学、市役所、経済団

体、中央省庁との人事

交流拡大 

総 務 部 ○国や民間企業等との人事交流の充実 

・人事交流先の多様化 

＊派遣：国 13 人、他県等 2 人、市町

村 69 人、民間企業 5 人、ジ

ェトロ3人 

＊受入等：国 11 人、他県等 2 人、市

町村67人 

○国や民間企業等との人事交流の充実 

・人事交流先の多様化 

＊派遣：国 18 人、他県等 3 人、市町

村 71 人、民間企業 7 人、ジ

ェトロ3人 

＊受入等：国 11 人、他県等 3 人、市

町村66人、民間企業2人 

○国や民間企業等との人事交流の充実 

・人事交流先の多様化 

＊派遣：国 21 人、他県等 3 人、市町

村 76 人、民間企業 5 人、ジ

ェトロ等3人 

＊受入等：国 11人、他県等 3人、市町

村71人、民間企業等2人 

○国や民間企業等との人事交流の充実 

・人事交流先の多様化 

＊派遣：国 23 人、他県等 3 人、市町

村 77 人、民間企業 6 人、ジ

ェトロ等3人 

＊受入等：国 12人、他県等 3人、市町

村82人、民間企業等1人 
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世界最先端レベルの電

子自治体のモデル地区

設置検討 

地域振興部 【自治体クラウドの推進】 

○市町村への支援 

・あいち自治体クラウド推進構想の策

定(3月) 

＊市町村に対する自治体クラウド推

進全体説明会 

＊自治体クラウドの市町村意識調査 

【自治体クラウドの推進】 

○市町村への支援 

・クラウド導入に向けた市町村のグル

ープ化の支援 

＊市町村グループ：8 グループ(50 市

町村) 

・市町村グループによるクラウド導入

検討・移行に対する支援 

＊クラウド利用決定済み市町村：16

市町村 

＊クラウド導入済み市町村：7市町 

【自治体クラウドの推進】 

○市町村への支援 

・市町村グループによるクラウド導入

検討・移行に対する支援 

＊クラウド利用決定済み市町村 

：11市町村 

＊クラウド導入済み市町村：17市町 

【自治体クラウドの推進】 

○市町村への支援 

・市町村グループによるクラウド導入

検討・移行に対する支援 

＊クラウド利用決定済み市町村 

：11市町村 

＊クラウド導入済み市町村：17市町 

 

 

 

 

【県庁内システムのクラウド化】 

○汎用コンピュータの廃止及び情報シス

テム再構築 

・事業者選定 

【県庁内システムのクラウド化】 

○汎用コンピュータの廃止及び情報シス

テム再構築 

・共通サーバーシステムの開発 

・機器調達 

【県庁内システムのクラウド化】 

○汎用コンピュータの廃止及び情報シス

テム再構築 

・共通サーバーシステムのテスト運用 

・汎用コンピュータ廃止 

【県庁内システムのクラウド化】 

○庁内クラウドの運用開始 

・共通サーバーシステムの本格運用 

・庁内個別業務システムを順次統合 
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県民の意思の反映をす

すめるため、常設の住

民投票条例を制定 

知事政策局 ○地方自治法改正の動向を踏まえ対応 

・情報収集、研究・検討 

○地方自治法改正の動向を踏まえ対応 

・情報収集、研究・検討 

○地方自治法改正の動向を踏まえ対応 

・情報収集、研究・検討 

○地方自治法改正の動向を踏まえ対応 

・情報収集、研究・検討 

 

 

 

 

 

 

 


