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１．国の財政状況 

少子高齢の進展や公共サービスに対する市民ニーズが拡大・多様化する一方で，高

度経済成長期に見られたような経済成長はもはや期待できず，景気は長期にわたり低

迷・停滞を続けているとともに，地方分権推進のための三位一体の改革など，地方自

治体を取り巻く環境には厳しさが増すばかりです。 
国の財政状況は，平成１６年度末で国の借金である国債，借入金，政府短期証券の

合計額は７８１兆円を超え計算上，国民一人あたり６１２万円の借金を背負っている

ことになり，危機的状況になっています。 
 

２．鈴鹿市の財政状況 

地方自治体の財政状況も自主財源の減収が続き，国と同様に多くの地方自治体で，

危機的な財政運営を迫られている現状にあります。これに対し，本市では，年度によ

る変動が大きいものの，地方税収は大幅に減収することなく推移しています。また，

自主財源比率※1 は 60％台を維持し続けており，平成 16 年度に地方交付税の不交付

団体になりました。 

もっとも，地方交付税※2 の不交付団体化については，国の総額抑制の影響を多分に

受けており，必ずしも本市の財政力が強化されたからではありません。財政の弾力性

を示す経常収支比率※3 については，平成 16 年度に 80％台になるなど悪化傾向にあ

ります。 

また，本市の地方税収の多くは特定の自動車関連企業によって支えられており，社

会経済情勢によっては必ずしも長期にわたり安定的な収入を期待できるものではあ

りません。さらに，国の「三位一体改革」※4 によって，平成 16 年度からの 3 ヵ年

度で公立保育所運営費国庫負担金をはじめとして 4 兆円程度の国庫補助負担金が廃

止・縮減され，一般財源化されることになっています。地方交付税の総額抑制は今後

も一層強まることを考え合わせれば，これまで以上に歳入の確保は厳しさを増すもの

と推察されます。 

他方，歳出については，人件費や公債費の圧縮を図ることで義務的経費の抑制に努

めていますが，少子高齢化の流れを背景に，扶助費※5（主に社会福祉関係費）の大幅

な増額が続いています。この傾向は，今後一層強まるものと見込まれます。 

長期財政予測（普通会計）によれば，こうした状況に対して有効な手立てがとられ

なければ，最悪の場合，平成 19 年度から歳出額が歳入額を上回り，財源不足を示す

という結果が出ています。 

 

 Ⅰ 行財政改革計画策定の背景  
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３．これまでの鈴鹿市の取り組み 

 本市では，昭和 60 年 9 月に「鈴鹿市行政改革大綱」を策定し，主に予算のシーリ

ングによる事業費削減を実施した「第１次鈴鹿市行政改革」を，また，平成７年 11

月に「新鈴鹿市行政改革大綱」を策定し，人員削減・組織統廃合による「第２次鈴鹿

市行政改革」を行ってきました。 

 続いて，平成 12 年 3 月に，財政の健全化と地方分権型社会にふさわしい行政シス

テムの確立をめざした「第 3 次鈴鹿市行政改革大綱」を策定し，目標年次であった平

成１５年３月には，鈴鹿市行政改革推進本部で内部評価を行うとともに，鈴鹿市行政

改革推進懇話会から外部評価をいただきました。 

 また，平成 15 年 11 月から約 1 年間，「鈴鹿市行政経営戦略会議」の中で，本市

の行政経営に関する活発な議論も行っていただきました。 

地方分権一括法に基づく地方分権改革は，地方自治体や住民に，自己決定と自己責

任という土壌を醸成しつつあり各地方自治体は，財政問題をはじめとする従来の構造

の見直しといった新たな課題に直面しています。 

 このような状況の中，本市では，新たな行政経営の視点による理念と手法を取り入

れ，従来の管理型運営から経営型運営，つまり各部が主体となって取り組む目的志

向・成果重視の自立経営方式への転換を進めています。 

 この考えのもと，行政評価システムを行政経営の基本に位置付け，予算編成につい

ては，戦略事業を優先する集権的配分と業績・成果志向に基づく分権的配分による枠

配分※6 の予算編成システムを取り入れて，Plaｎ（計画）－Do（実践）－Check（評

価）－Action（改善）の流れを形成する中で，主要施策実績報告，組織・機構の見

直し，外部委託の検討，人事考課等において活用し，行財政システムの全般にわたる

改革に取り組んでいるところです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｐｌａｎ（計画） 

Ｃｈｅｃｋ（評価） 

Ａｃｔｉｏｎ（改善） Ｄｏ（実践） 

【ＰＤＣＡサイクル】  
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４．行財政改革の必要性 

本市では，これまで３次にわたる行政改革を実施し，一定の成果を挙げてきたとこ

ろですが，現在の財政状況は，ますます厳しい状況になっています。国は，平成１７

年３月，全国の地方公共団体に「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」（新地方行革指針）を通知し，簡素で効率的・効果的な地方行政体制の整備

を図るための具体的な取組を求めています。 
国の危機的な財政状況や少子高齢化，企業の国際的な競争の激化など，本市を取り

巻く環境は，今後ますます厳しくなるものと考えられます。このため，本市が新たな

総合計画に掲げている様々な政策・施策を確実に実施していくためには，事務事業の

再編・縮小，定員管理の適正化をはじめ思い切った改革を行う必要があります。そこ

で，本市では，市民の満足度を高めつつ，より質の高いサービスを適正なコストで提

供していくため，これまでの仕事の進め方や組織のあり方を根本から見直していると

ころです。 
この取組の目的は，第一義的には行政の仕事の非効率性や無駄な事業を徹底的に見

直すことで，コストの削減を図るとともに「効果的な行政」を実現することです。言

い換えれば，行政のスリム化を図ることにより，「官から民へ」の流れを推し進める

ことになります。 
しかしながら，いくら「効果的な行政」をめざそうとも，行政のスリム化だけを目

的とする改革には限界があります。単にサービスを切り捨てるだけになっては，本市

の持続的な発展は望むべくもありません。また，「効果的な行政」を実現させるため

には，市民の多様なニーズの中から何を選択すればよいのか，どのようなサービスを

提供すればよいのかということについて，市民自身が合意できる仕組みが必要です。 
これまでは，公的領域は行政が担うものと考えられ，公共的な役割を行政が独占し

てきました。市民の多くが貧しく，物的なサービスを市民誰にも等しく平等に提供す

ることが重視されていた時代には，行政主導で公的領域のニーズを満たすことは，そ

れなりの意義があったといえます。しかしながら，わが国は物的には豊かになり，経

済が停滞している今，市民のニーズは多様化し，それに伴い新たな地域課題が山積し

ています。これらをすべて行政が担うことは，財政面から限界があるだけでなく，地

域課題に対する有効な解決策とはなりえません。 
地域の課題解決のためには，行政任せではなく市民自らが主体的に関わっていくこ

とが重要です。それは，個人の発意を尊重し，生きがい・やりがいに満ちた社会の創

造をめざす過程でもあります。こうした社会の創造には，自主的に取組む地域活動や

社会活動を促したり，市の政策過程を透明化したり，情報公開を徹底したりするなど

により，個人の善意に委ねるだけでなく，行政と住民との関係を規定しているシステ

ムを変える必要があります。 
本市の行財政改革は，このような考え方に沿って市の行財政システム全般を見直そ

うとするものです。 
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このように， 
 
 

１．行財政改革の目的  

本市のめざす行財政改革は，新たな総合計画に掲げる事業を着実に実現するため，

限られた資源＝人・物・金を最大限に活用し，自治体としての自己決定と自己責任の

原則に基づいた自立的な行財政システムを確立します。 
 

２．改革の視点～管理型行政から経営型行政へ～  

限られた資源の中で，効率的・効果的に行政運営を進めていくには，前例踏襲を基

調とする管理型から，効率性・効果性を重視した経営型に転換していく必要がありま

す。 
そこで，鈴鹿市行財政改革計画では，近年，多くの自治体で導入されている民間企

業の経営理念や手法を可能な限り公的部門に導入することにより，市民の立場になっ

て市民が求めているサービスを的確に把握し，市民満足度の向上に繋がるような行政

への転換を図るとともに，効率化・活性化を図ろうとするニュー・パブリック・マネ

ジメント（ＮＰＭ）理論※7 を中心に，次の視点から改革を推進します。 
 
①効率の視点 
 高度化・多様化する市民ニーズに応えていくためには，限られた財源の中で最少の

経費で最大の市民サービスが提供できるよう，日頃から業務改善に努めるとともに，

民間に任せたほうが市民サービスの向上，経費の削減が期待できる事業については，

積極的に業務の民営化や外部委託を図ります。 
 
②成果の視点 

事業をどれだけこなしたかではなく，その事業を行うことによって，市民にどう影

響したのか，といった市民全体にとっての成果を重視する考え方への転換を図ってい

きます。成果に基づきコストを客観的に評価することで，行政サービスの重点化，再

編に結びつけます。また，成果主義・能力主義の考課による人事制度の原則を明確に

し，その方法を確立します。 
 
③権限移譲・分権化の視点 

職員の能力向上に努め，人や予算といった行政経営資源を，可能な限り，実際に業

務を担当している部局に移譲し，権限と責任を明確にします。 
 
 

 Ⅱ 行財政改革の基本的な考え方  
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④協働の視点 
地域の特性に応じた地域づくりを進めるために，地域を良く知る市民がさまざまな

地域づくり活動に参加できるよう，その機会を広げるとともに，協働の視点を持って

まちづくりに取り組みます。市民と行政の役割分担を見直し，市民や地域ができるこ

とは積極的に委ね，行政は市民の公益活動を支援します。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

効率の視点 

成果の視点 

協働の視点 

権限移譲・ 

分権化の視点

【行財政改革計画のフレーム】  

１.簡素で効率的な行財政システムの推進 

２.効率的・効果的な財政基盤の確立 

３.組織・人事制度の見直しと人材の育成 

４.市民参加の行政と住民自治の推進 

自己決定と自己責任の原則に基づいた自立的な行財政システムの確立 
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新たな総合計画を実現するためには，健全な財政計画で財政の裏付けが必要です。 

 また，健全な財政計画を保っていくためには適切な行財政改革計画に基づく，不要

不急な事業の削ぎ落としなど事業の見直しが求められます。このように，事業計画・

財政計画と行財政改革計画が連動していくためには，図で示すように行政評価がその

核心に位置付けられます。そのことが結局は総合計画の実現に向けた，効率的な行政

運営を行うことにも繋がることになります。 
 
 
 

事業計画 

財政計画 行財政改革計画 
事業の見直しで裏

付け 

行政評価 

評価を通じた財源の効率的 
・効果的配分執行 

事業の効率的・効果

的執行管理 

評価を通じた計画的 
事業の進捗度管理 

健全な財政計画で

裏付け 

効率的な行政運営

で裏付け 

【行政評価と三計画の連携】

Ⅲ 行財政改革の位置付け（事業計画・財政計画との連携）  
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本市では，平成１５年度・１６年度にかけて市民委員による鈴鹿市戦略会議からの

提言をいただきました。この提言に基づき「Ⅱ 行財政改革の基本的な考え方」に沿

って具体的に以下の改革を進めていきます。 

１．簡素で効率的な行財政システムの推進 

最少の経費で最大の効果を挙げることは，行政運営の基本原則であり，限られた財

源の中で，新たな行政需要や社会情勢の変化に的確に対応していくためには，従来の

事業手法にとらわれない新たな発想のもと簡素で効率的な行財政システムを確立し

なければなりません。 

 そのためには，現在の事業を統一的な基準から総点検するなど見直して，行政関与
の必要性，事務の効率性等を十分吟味して行政システムに反映させることが大切にな

ります。 
 
(1)トップマネジメントの強化 

市の方向性などの経営理念を全職員に浸透させ，全市的な課題の解決や施策の実施

について迅速かつ適切に決定できる組織体制にします。 

 

(2)行政評価システム※8 を軸としたマネジメントシステムの構築 

行政活動を「有効性」「効率性」などの多様な観点から客観的に評価して，その結

果を次の行政活動に反映させるため，平成１５年度から事務事業評価を本格導入し，

平成１７年度から施策評価を試行導入しています。今後は，施策評価の対象事業を全

ての施策に広げ，所属長のマネジメントツールとして部局での枠配分予算に活用する

とともに，総合計画の進行管理を行います。 
 
(3)外部委託（アウトソーシング）の推進 

公共サービスの担い手は行政だけではないとの観点から，民 間に任せた方が経費の

削減を図ることができるもの，市民サービスの向上が期待できるものに関しては，Ｐ

ＦＩ※9 や指定管理者制度※10 といった新しい考え方や動向も加味し，事業の外部委託

について検討していきます。 
 

(4)事務事業の見直し 

行政の責任領域を改めて見直し，行政関与の必要性，行政効果・効率等を十分吟味

して，事務事業の抜本的な見直しを検討します。特に，時代の流れや社会経済情勢の

変化などにより，初期の目的を達成したものや業務量が減少したものについては，廃

止・統合・縮小するなどの見直しを行います。 
 

 Ⅳ 改革の内容  
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(5)コスト意識に基づいた事務事業のコストの削減 

職員のコスト意識を徹底し，事務事業の効果が十分に達成されているか，執行方法

の見直しにより効率化が図られているかなどを検証し，継続的にコストの削減を図り

ます。 
 

２．効率的・効果的な財政基盤の確立 

長引く景気の低迷に伴い国・地方ともに財政状況は一層厳しさを増しており，健全
な財政体質の実現に向けた財政の建て直しが，全地方自治体共通の大きな課題となっ

ており，今後更に進展すると予想される少子高齢に伴う財政需要の増大等を考慮する

と，地方自治体においては一層効率的・効果的な行財政運営が求められるところです。 
本市においても，税収の確保や受益者負担の見直しを行うとともに，日頃から経営

感覚を持って事業の効率的・効果的な事業運営に心掛けるなど，健全な財政運営に努

めます。 
 

(1)受益者負担の適正化 

使用料，手数料といった受益者負担金は，特定の市民に提供するサービスの対価で

あるため，公共サービスであってもその金額が適切かどうか検証する必要があります。

特に，十数年改定されていないものについては，重点的に見直しを行い，受益者負担

の適正化を図ります。 

 

(2)市税収入等 

市民負担の公平性と自主財源の確保から，悪質・高額滞納者への滞納処分の強化，

口座振替促進の取り組みなどの対策を実施し，収納率向上に努めます。 
また，具体的な利用計画のない土地や不要となった資産については，有効活用を検

討する。 
 

(3)補助金・負担金等の適正化 

補助金・負担金等の果たしている役割を明確化し，社会経済情勢の変化等に応じて，

存続する意義の薄れた事業，補助効果が乏しい事業，負担価値が低い事業等を見直す

など，制度の適正化を図ります。 
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３．組織・人事制度の見直しと人材の育成 

地方分権の進展に伴い必要とされる政策形成能力や専門的知識を持った人材を育

成するとともに，職員の意欲を引き出し，より質の高い行政サービスを提供するため，

公務員制度改革を見据えた新たな人事制度を構築する必要があります。 

また，総合計画の事業体系に応じた分かりやすい組織体制を構築し，各部局に権限

を委ねるとともに，アウトソーシングや業務執行方法の見直しに基づいた定員適正化

計画を策定します。 

 
(1)組織機構の活性化と再編成 

現在のような変化の激しい時代においては，課題処理に当たって必ずしも前例にこ

だわらず，柔軟，迅速かつ的確に対応することが求められます。 
また，高度・多様化する市民ニーズに即応していくには，定型的な組織による確実

な事務処理とともに，機動的な組織運営とする必要があります。今後は，総合計画の

事業体系に応じた市民に分かりやすく，簡素な組織であるとともに，指揮命令系統と

責任の所在が明確な組織体制の確立をめざします。 
 
(2)定員管理の適正化 

臨時職員や再任用職員等の活用，高度な専門知識や民間感覚を持った人材の確保・

活用などによる柔軟な人員配置を行うとともに，アウトソーシングや業務執行方法の

見直しを考慮して定員適正化計画を作成・推進します。 
 
(3)人材育成策と有効活用の検討 

市民ニーズの多様化や地方分権の進展に伴い，政策形成能力や専門的能力に優れた

職員が求められます。これらに対応するため，研修制度を更に充実させ職員の能力向

上に努めます。 
また，職員の活性化と視野の拡大を図るため，他の自治体等との人事交流を推進し

ます。 
 
(4)人事管理システムの見直し 

現行の地方公務員制度においては，職員の任用，昇任，昇格は，職員の能力の実証

（競争試験の成績や勤務成績など）に基づいて行うこととされていますが，実際は勤

続年数による知識と経験の蓄積が，実務能力の高さを示すものとされ，実績や能力は

間接的にしか評価されない傾向にありました。このような問題点の改善に向け，年功

的要素とのバランスを取りつつ，人事・給与システムを見直します。 
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４．市民参加の行政と住民自治の推進 

市民自らの手による住民自治を実現するためには，市民と行政の役割を認識し，お
互いの理解を深めながら協働してまちづくりに取り組む「行政への市民参加」を促進

する必要があります。 

また，市民参画を進めるには，行政の持っている情報を積極的に発信して，市民と

情報を共有するとともに，市民が行政に参画しやすい仕組みを構築する必要がありま

す。 

 
(1)透明性のある行政運営の確立 

分権型社会では，市民へのアカウンタビリティ（説明責任）の確立が一層強く求め

られてきます。そのためには，市民からの請求に応じて行政情報を開示するのみにと

どまらず，行政情報を可能な範囲で分かりやすく積極的に提供するという姿勢が必要

です。そのために，広聴・広報機能のより一層の充実を図ります。 
また，行政手続制度※11 についても，あらかじめ設置されている標準処理期間の一

層の明確化を図るなど，不断の見直しを行っていきます。 
 
(2)行政運営への市民参加 

従来から重要な役割を担っている審議会などへの参加機会をより拡充するため，委

員の公募枠の拡大や会議の傍聴機会の確保などに努めます。 
更に，各事業を進める際に，事業の企画立案・執行などの各段階から市民の参画を

得られるように努めます。また，市民参画を担保する条例の制定をめざします。 
また，各種ＮＰＯ法人の活動の活発化や，多くの分野におけるボランティア活動の

高まりなどに見られるように，行政運営への新たなパートナーとなり得る市民が数多

く育っていることから，各事業への市民参加を容易にする仕組みづくりに努めます。 
 
(3)自治意識啓発 

近年，多発する児童の連れ去り未遂事件，傷害事件や地震等の大規模災害などへ対

応するためにも地域自治組織は重要な役割を果たします。自主防災隊の結成など安

心・安全な地域づくりの主役は市民であるということの理解を得て，地域づくりの担

い手としての市民の自治意識を高めるよう，啓発に努めます。 
 

(4)地域内分権の推進 

市域よりも小さな区域において，市民自ら地域の課題を協議し，解決できるように

するには，身近な地域や市民に対して，行政の権限と予算を移譲する地域内分権が必

要になります。そのため，行政の組織改革や行政と市民・地域の主体的な取組を支持

します。
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１．改革期間と改革課題の設定  

総合計画の実施計画に合わせ平成１８年度から平成２０年度までの３年間を改革

期間とする実施計画を策定します。 
原則として，改革期間中に，すべての改革課題の達成をめざしますが，改革課題の

性質に合わせて以下の３つに分けて進めていきます。 
(1)早期課題 

 １～２年で改革目標を達成すべき課題。 

 

(2)中期課題 

 関係者等との調整を図りつつも３年（本改革期間）で目標を達成すべき課題。 

 

(3)長期課題 

 長期的に関係者等との調整を図る必要があるため，本改革期間中に目標達成が困難

と思慮されるもので，方向性を明示することが必要とされる課題。 

 

２．数値目標  

数値目標が設定できる改革事項については，可能な限り設定します。 
 

３．推進体制  

計画の推進については，市長を本部長とする鈴鹿市行財政改革推進本部が中心とな

って，全庁的体制で取り組むほか，その進捗状況を定期的に鈴鹿市行財政改革推進委

員会や市議会に報告するとともに，ホームページ等を通じて広く市民に公表します。 
(1)鈴鹿市行財政改革推進本部 

全庁的に改革を推進していくための中心組織として，市長を本部長とする鈴鹿市行

財政改革推進本部を設置します。 
 
(2)鈴鹿市行財政改革推進部会 

鈴鹿市行財政改革推進本部の指示により，進捗状況を把握し，必要に応じ改革実施

担当課に対して指導・助言を行います。 
 
(3)鈴鹿市行財政改革推進委員会 

有識者からなる外部委員で構成され，行財政改革計画の策定やその進捗状況につい

て市民，民間の立場から提言・評価を行います。（外部評価機関） 

 Ⅴ 改革の進め方  
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1 自主財源比率 

・自主財源（地方税，分担金及び負担金，使用料及び手数料，財産収入，寄附金，繰

入金，繰越金，諸収入）の歳入全体に占める割合で，行政活動の自主性と安定性を

見るための尺度とされています。平成 16 年度鈴鹿市 66.7％，全国都市平均

55.1％。 

2 地方交付税 

・地方公共団体間の財政不均衡を是正し，必要な財源を保障するため，国から地方公

共団体に対して交付される資金。国税のうち，所得税・法人税・酒税・国たばこ税・

消費税の収入額の一定割合が充てられます。 

3 経常収支比率 

・経常的に収入される一般財源等に占める経常的な支出に充てられた一般財源等の割

合です。数値が小さいほど財政運営に弾力性があるといえます。平成 16 年度鈴鹿

市 87.9％，全国都市平均 90.7％。 

4 三位一体改革 

・地方の実情に応じた事業が自主的・自立的にできるように，地方への国の関与を廃

止・縮減し，地方の権限と責任を大幅に拡大するという地方分権を推進する観点か

ら，国庫補助負担金の改革，国から地方への税源移譲，地方交付税の改革の 3 つを

一体的に行うものです。 

5 扶助費 

・生活保護法，児童福祉法，老人福祉法，身体障害者福祉法，知的障害者福祉法など

の法令に基づいて支出する経費です。 

6 枠配分（予算） 

・各部に一定の予算枠を提示し，その範囲内で各部の権限と責任において予算編成を

行う方法。原則として財政部門による個別の事務事業に係る査定は行いません。 

7 ニュー・パブリック・マネジメント理論 

・ 民間企業における経営理念，手法，成功事例をできる限り行政分野に導入するこ

とで，効率的で質の高い行政サービスの提供をめざすものです。 
8 行政評価システム 

・行政がどのような事業を実施したのかではなく，その活動によって「何がどう変わ

ったのか，どんな成果があったのか」を中心に成果を把握し，評価を分析することで

事業の見直しや予算編成に活用する手法です。 
9ＰＦＩ 

・従来，国や地方公共団体が自ら行ってきた公共施設等の設計，建設，維持管理，運

営を，民間の資金・経営能力及び技術的能力を活用して行う，社会資本整備の新し

い手法です。 

 

行財政改革計画用語の注釈一覧  
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10 指定管理者制度 

・広く民間事業者等に公の施設の管理を代行させ，市民サービスの向上，経費の削減

を図りながら，多様化する市民ニーズにより効率的・効果的に対応していくための

制度です。 

11 行政手続制度 

・市民が市役所で行う届出や申請に対して，市が行う手続きをより透明で公正なもの

にし，市民の権利や利益を守っていこうとするものです。 

 


