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 Ⅰ 行財政改革の基本的な考え方 

 

１ 改革の必要性 

 

２１世紀は地方の時代といわれており、そのために国と地方の役割が大幅

に見直されています。 

地方分権の推進や国と地方の三位一体改革
 *

に伴う税源の移譲により地方

の自主性及び自立性が高まる反面、地方交付税
  *

や国庫補助金の見直しなど財

政的には厳しい状況となっています。 

その結果、地方自治体においてはこれまでの行政のあり方の見直しを迫ら

れています。 

   このようなことから、本市は、市町村合併によるスケールメリットを生

かして、行財政の効率化を図りながら広域的な視点からのまちづくりを行

うことが不可欠との認識から、平成１７年８月１日に一市二町三村が合併

して、新しく誕生しました。 

多様な個性を持つ６つの自治体が、市町村合併によりひとつになったため、

これまでの旧市町村での行政運営のあり方を総点検し、ムダ等を省くことが

必要です。その上で、地方分権や三位一体改革に対応できる行財政面での自

主性・自立性を高めるとともに、少子高齢社会の到来による人口減少、団塊

の世代
 *

の大量退職（2007 年問題）などの社会環境の変化と地球温暖化や大

規模災害の頻発など自然環境の変化に迅速かつ的確に対応をしていくため

には、過去にとらわれることなく、明確なビジョンと目標を掲げた戦略性の

ある行財政運営が強く求められています。 

 

【参考】 

１ 本市を取り巻く状況の変化 

  ① 大の行財政改革である市町村合併の実施 

②国と地方の三位一体の改革や経済の構造変化による財源不足 

③地方分権、権限移譲の推進 

④少子高齢社会の到来による人口減少、団塊の世代の退職などの社会環境

の変化 
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⑤地球温暖化、大規模災害の頻発などの自然環境の変化 

⑥市民の社会活動への参加意識の高まり 

 

 ２ 課題 

  ①元気が出るまちづくりを実現する行財政の基盤強化 

  ②将来にわたって持続できる財政運営の確立 

  ③行財政運営の自主性・自立性の向上 

  ④住民ニーズの正確な把握及び迅速かつ的確な対応がとれる組織の構築と

人材の育成 

  ⑤市民が市政に参画できる仕組みの構築 

       

 

２ 大綱の基本方針 

   

この大綱は、本市を取り巻く状況の変化に伴う課題に迅速かつ的確に対応

するため、今後の行財政運営の指針として位置付けるとともに、組織風土の

変革と職員の意識改革を図るための行動規範とします。 

そこで、本市は、この大綱に基づき、市民
 *

の満足度を向上させるとともに、

市民と行政の役割分担を明確化し、市民と行政が協力・連携する仕組みを確

立するため、「行政経営
 *

」と「市民協働
 *

」をとり入れた市民のための行財政

改革（市政改革）を進め、『市民が合併してよかったと実感できるまちづく

りを実現するための効率的かつ効果的な市政運営』を目指します。 

  

（１）行政経営 

    成果重視
 ＊

の観点と市民満足度の向上の観点に基づき、限られた行政資

源を本当に住民ニーズに合致する事務事業に重点的に配分し、 小の経

費でよりよいサービスを提供するため、市民の視点に立った行政を経営

するシステムを構築します。 

    また、厳しい財政状況を踏まえ、歳出においては必要性や成果の視点

から事務事業を評価し、ゼロベースからの見直し
 *

を行います。歳入にお



 

 3

いては、安定的な自主財源
 *

の確保のため、税等の収納率の向上に努める

とともに使用料・手数料等については受益者負担の適正化及び住民負担

の公平の観点から見直しを進めます。 

    以上のことから、本市は効率的かつ効果的な行財政運営を行い、自主

性・自立性を高めて、元気が出るまちづくりを実現します。 

 

（２）市民協働 

少子高齢社会における人口減少時代の到来や市民の社会活動への参加

意識の高まりの中、これまで行政が主体として提供してきた公共サービ

スについても、今後は、市民と行政の役割分担を明確化して、地域にお

いて市民が主体となって提供する仕組みや環境を整える必要があります。 

そこで、市民との協働をまちづくりの基本として位置付け、行政の担

うべき役割を明確化し、市民と行政がそれぞれ役割を分担し、対等の関

係で連携し、協働する仕組みを確立します。 

また、市民の参画と協働を推進していくためには、市政の透明性を高

めて、市民の信頼を得ることが重要ですので、行政活動に関する情報を

積極的に提供し、説明責任を果たします。 

 

  

３ この大綱が目指すもの 

 

『市民が合併してよかったと実感できるまちづくり』を目指すため、こ

の行財政改革をとおして、本市は、次に掲げる事項に取り組みます。 

  

（１）市町村合併効果の実現 

市町村合併の未調整事項、合併後に新たに生じた課題を調整するととも

に、ムダ等を排除することにより、合併効果を引き出します。 

 

（２）市民の視点に立った行政経営の実施 

限られた行政資源（人材、予算、財産）を有効に活用するため、先見性

をもって、市民生活の質の向上を目指して、行政資源を集中化し、 小の

経費でよりよいサービスを提供します。 

 

 （３）財政基盤の強化 
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    歳出においては事務事業をゼロベースから見直しを行い、歳入におい

ては自主財源の確保と増収に努めて、財政基盤の強化を図ります。 

 

（４）職員の意識改革による組織の体質改善 

職員は、常に現状に対する改革意識と当事者意識をもって行財政改革に

取り組むとともに、業務においては、今までの仕事のやり方や当たり前と

されてきた考え方にとらわれず、コスト削減やサービス向上の視点に立ち、

大胆に見直すことにより、組織の体質改善を図ります。 

 

（５）市民協働によるまちづくりの推進 

市が担うことができる役割を示し、市民に担ってもらう分野を明らかに

することにより、市民が自主的に市政に参画できる仕組みを構築します。 
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 ４ 行財政改革の概要 

   ＜行革の背景＞                             ＜目指すもの＞ 

                               

                                  

                  八代市行財政改革大綱 
              ～元気が出るまちづくりを   

                   実現する市政改革のシナリオ～ 

       

      

 

 

 

      

≪基本方針≫  市民が合併してよかったと実感できるまちづくりを実現するための効率的かつ効果的な市政運営 

                    

                  行政経営と市民協働をとり入れた市政改革 

 

         

  １ 自主性・自律性の高い財政運営 

①歳入の確保  

②歳出の見直し 

③中期財政計画の策定                   

④効率的かつ効果的な財政運営 

⑤公営企業及び特別会計の経営健全化 

２ 成果重視及び市民重視の行政経営 

①民間委託等の推進 

②行政評価の導入の検討 

③住民ニーズと時代の変化に即応した組織機構 

④適正な定員管理と給与制度 

   ⑤人材育成の強化及び職員の意識改革 

⑥第三セクター等の見直し 

・市町村合併効果の実現 

・市民の視点に立った行政経

営の実施 

・財政基盤の強化 

・市民協働によるまちづくり

の推進 

・職員の意識改革による組織

の体質改善 

（市役所体質改善運動） 

１ 情報の提供と共有 

 ①情報媒体の充実強化 

 ②双方向の情報提供の推進 

 ③市民同士の情報提供の促進 

２ 市民参画 

 ①広聴活動など市民の市政参画の仕組みづくり

３ 協働によるまちづくりの推進 

①市民と行政の役割分担の明確化 

②団体の育成・支援   

≪改革の推進≫ 

１ 大綱の期間 Ｈ１８．１１～Ｈ２３．３ 

２ 推進体制 

  行財政改革推進本部を中心に職員の改革意識と当事者意

識のもと全庁的に推進する。 

 ３ アクションプラン（実施計画）の策定 

 ４ 的確な進行管理及び分かりやすい進捗状況の公表 

行政経営 市民協働  

・市町村合併の実施 

・三位一体改革、経済の構造変化に

よる財源不足 

・地方分権、権限移譲の推進 

・少子高齢社会の到来による人口減

少などの社会環境変化 

・地球温暖化などの自然環境変化 

・市民の社会活動への参加意識の高

まり（協働社会の到来） 
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Ⅱ 改革の基本的事項 

 

１ 行政経営 

  

（１） 自主性・自律性の高い財政運営 

    地域の特性を生かした独自のまちづくりと住民サービスを維持し、市

民の満足度を高めるためには、自主財源の安定的な確保と歳出の抜本的

な見直しを行い、財政基盤の強化を図ることにより、安定的な自主性・

自律性の高い財政運営を目指します。 

   ①歳入の確保 

    ア 自主財源である市税、使用料や手数料等は、まちづくりや住民サ

ービスのための貴重な財源となることから、口座振替の推進など収

納率の向上を図り、その確保に努めます。また、公平性の確保と市

民の納税意識の低下を来たさないよう課税客体の的確な把握と収納

対策の強化に努めます。  

    イ 使用料及び手数料等については、受益者負担の適正化の観点から

見直しを検討します。 

    ウ 広告収入、財産の利活用などの新たな収入確保を検討します。 

    エ 産業振興、地域振興及び定住化の促進を図り、新たな財源の確保

に努めます。 

 

   ②歳出の見直し 

    ア 事務事業については、市が行う必要性、コスト、成果などの視点

から事務事業評価を行い、ムダと認められるものについては廃止、

縮小を行います。 

    イ 負担金、補助金等については、補助金等の目的、必要性、相手先、

成果及び対象事業の公益性など十分精査し、目的を達成したもの、

効果が少ないもの又は既得権化しているものについては積極的に見

直します。 

    ウ 委託先、委託内容及び契約方法の固定化を防止するため、定期的

に委託の必要性や契約方法について点検を行い、透明性と競争性を

確保して、経費の削減に努めます。 

    エ イベントについて、目的、公益性、コスト、成果、実施主体等の

観点から検討を行い、イベントの統廃合の推進や実施主体等の見直

しを行います。 
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    オ 公共施設については、合併により類似施設や民間と競合する施設

が生じており、設置目的や機能を検証して、用途変更や統廃合を進

めて、公共施設の処分や貸付等の有効活用を図ります。 

    カ 公共工事については、その必要性を検証するとともに、新工法・

材料の導入などにより、コスト縮減に努めます。 

    キ 市町村合併に伴い、構成団体が変更になったことを契機に、一部

事務組合
 *

のあり方を検討します。また、共同の事務処理についても

効率化等の見直しを行います。 

 

   ③中期財政計画の策定 

     自主性・自律性の高い財政運営を行うために、国・県の動向や本市

の経済状況等を踏まえた分析を行い、財政計画を策定します。また、

財政状況や今後の見通しをわかりやすく市民に公表して、透明性を高

めるとともに、財政の健全化に対する取り組みについて、市民に理解

と協力を求めます。  

 

   ④効率的かつ効果的な財政運営 

事務事業評価を活用した予算編成を行うとともに、限られた歳入に

見合った歳出とするために効率的かつ効果的な財政運営に努めます。 

    

⑤公営企業及び特別会計の経営健全化 

     公営企業及び特別会計については、経営計画に基づき、収益増加及

び経費節減等の経営改善に努めて、経営の健全化を図り、公営企業及

び特別会計への繰出金の抑制に努めます。 

    

 （２）成果重視及び市民重視の行政経営 

    住民ニーズが多様化、複雑化しています。一方、現在の財政状況では、

厳しい選択と集中が求められています。これからの行財政運営は、簡素・

効率化はもちろんのこと、成果重視と市民重視といった視点による行政

経営が要請されるとともに、職員にはサービス精神及びコスト意識が必

要となっています。 

   

   ①民間委託等の推進 

    ア 施設の運営管理の民間委託 
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      民でできるものは民で行うという視点から施設の運営管理につい

て、市民の利便性の向上と経費削減を図るため、指定管理者制度
 *

の

導入、管理業務の一部の民間委託等を積極的に推進します。あわせ

て、民間と競合する施設や利用者が少ない施設等については、利用

状況や利用者の意向等を踏まえて事業統合・縮小・廃止を検討しま

す。 

イ 事務事業の民間委託の推進 

    住民サービスの向上や人件費の削減等を図るため、事務事業につい

て、より一層の民間委託を推進します。 

  

   ②行政評価の導入の検討 

    行政評価
 *

は、本市行政にマネジメントサイクルシステム
      *

を導入し、市

民の視点に立った成果重視の行財政運営を可能とします。 

   また、本市は、平成２０年度から新しい八代市の総合計画に基づき新

しいまちづくりを推進していくことにしており、総合計画の進行管理に

活用するためにも行政評価の導入の検討を行います。 

  

   ③住民ニーズと時代の変化に即応した組織機構 

    ア 市町村合併後の適正な職員数にあわせて、柔軟に本庁・支所機能

を再編します。再編に当たっては住民サービスの維持に配慮しなが

ら、本庁及び支所の役割を明確にします。 

イ 住民ニーズと時代の変化に即応できるように、柔軟な組織形態の

導入を検討し、意思決定及び対応の迅速化並びに権限と責任の明確

化を図ります。また、組織の横断化及び職員の流動化体制の構築に

向けた組織機構の検討を行います。 

ウ 市民に分かりやすく利用しやすい組織機構とします。 

エ 縦割り行政の弊害の解消、事務事業の円滑な遂行及び分かりやす

さの観点から、組織機構は従来の国・県の組織、事業にあわせた縦

割り型の組織にとらわれず、新市の総合計画の政策、施策、事務事

業を実施できる戦略性のある組織機構としての検討を行います。 

オ 前例踏襲や横並び意識から脱却するため、事務改善報告制度や一

係一改革運動など組織が主体的に改善改革を行うために『市役所体

質改善運動』を展開し、組織の活性化を図ります。 
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   ④適正な定員管理と給与制度 
    ア 市町村合併に伴い、増大した職員数については、速やかに定員適正

化計画を策定して、適正な規模に是正します。そこで、平成２２年４

月１日までに、事務事業・施設の統廃合及び民間委託の推進、市民協

働の推進、組織機構の再編などにより、職員採用を 小限に抑えて、

市町村合併前の平成１７年４月１日現在の職員数１，３３０人から１

５０人削減し、１，１８０人以下とします。 

    イ 職員数の是正に当たっては、行政ニーズや職員構成等を勘案し、

増員すべき部門、職種については増員し、削減すべき部門、職種につ

いては削減するなどメリハリのある人員配置と計画的な採用を行い

ます。 

    ウ 職員の給与については、公務員制度改革の動向を見ながら、適正

に対応し、能力や実績を重視した給与制度へと見直しを図ります。 

エ 特殊勤務手当など各種手当については支給基準、民間との均衡、

他市の状況など検証を行い、適正な支給に努めます。 

オ 時間外勤務手当については、業務の効率化や業務形態に合った勤

務時間の見直しなど時間外勤務の縮減方策を検討し、手当の削減に

努めます。 

 

⑤人材育成の強化及び職員の意識改革 

    ア 自主性・自律性の高い行政経営を行うためには、自ら考え、自ら

行動できる人材の育成が必要不可欠です。そこで、人材育成基本方

針を策定して、職員の能力開発や職場研修を充実し、積極的に取り

組みます。 

また、職員のやる気を促し、意欲を高めるために、今まで以上に

能力や実績を適正に評価できる人事考課制度を確立して、人材育成

の強化を図ります。 

イ 市役所が変わるためには、職員の意識と行動が変わらなければな

りません。そして、職員一人ひとりが、市民が主役という意識を持

ち、また民間にも負けないサービス精神、コスト意識及び改善改革

意識を持った組織への体質改善を図ります。 

    

⑥第三セクター等の見直し 

    本市が人的及び財政的に関わっている第三セクター、公益法人、地方
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公社については、設置目的、経営状況、市の関与のあり方について検証

を行い、団体が自立できるための経営改善や必要に応じて統廃合などの

検討を促します。 

  

２ 市民協働 

  

（１）情報の提供と共有 

    「情報なくして参画なし」といわれるように、市民の参画を促し、市

民との協働を進めていく上で必要なことは、行政運営の透明性を高めて、

市民の理解と信頼を確保することです。そのためには、情報公開制度に

よる情報開示のみではなく、市のほうから積極的に情報を市民に提供し、

共有してもらうことが大切なことと考えます。 

 

①情報媒体の充実強化 

情報の提供手段である広報紙、市ホームページ、ケーブルテレビ、情

報プラザ等の充実を図り、市民に親しまれるものにして、情報提供を進

めていきます。 

  

  ②双方向の情報提供の推進 

情報提供に当たっては、これからも広報広聴制度の一層の充実を図り、

市と市民の間において、双方向の情報提供に努めます。 

   

 ③市民同士の情報提供の促進 

    市が運営する地域密着型ポータルサイト
     *

「ごろっとやっちろ」は、市

民同士のコミュニケーションが可能であり、このポータルサイトが市民

協働の情報発信の拠点となるよう内容の充実に努めます。     

 （２）市民参画
 *

 

    市民協働を推進するためには、市民が市政に関心を持って、市政に参

画してもらうことが前提となります。また、市民の社会活動への参加意

識の高まりに応えるためにも市民が主体的に市政に参画する仕組みや制

度を充実します。 

   

 ①広聴活動など市民の市政参画の仕組みづくり 
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 パブリックコメント
      *

（市民意見提出手続き）制度の導入、まちづくり

懇談会の開催、ワークショップ
     *

などを進め、市民の声を市政に反映させ、

市民の知恵と行動力を市政に生かします。特に、重要なまちづくりに関

する計画の策定や市民の権利義務に関わる条例の制定に当たっては、で

きるだけ 初の段階から市民の意見を求めて、市民の声が反映されるよ

う留意します。 

   

（３）協働によるまちづくりの推進 

多様化、複雑化する住民のニーズに対応していくには、行政だけの力で

は限界があります。また、市民の社会貢献活動への参加意識の高まりに伴

い、市民との協働によるまちづくりの推進が求められています。 

   

 ①市民と行政の役割分担の明確化 

市民との対等な関係で協働によるまちづくりを推進していくため、行政

と市民との役割を明確にし、市民に委ねる分野を示すことにより、市民が

公共サービスの担い手となれる状況を設定します。 

 

②団体の育成・支援 

市民と行政がそれぞれ役割を分担し、対等の関係で連携し、協働する仕

組みを確立するとともに、地域コミュニティやＮＰＯ
  *

といった協働を支

える団体の組織づくり、育成及び支援に取り組みます。 
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Ⅲ 改革の推進 

 

１ 大綱の期間 

   

   この行財政改革大綱の計画期間は、平成１８年１１月から平成２３年３

月までの４年５か月とします。 

 

２ 推進体制 

    

市長を本部長とする八代市行財政改革推進本部を中心として全庁的体制

で取り組みます。また、各部門(現場)での取り組みを確実なものにするた

め、行財政改革推進責任者と行財政改革推進員を置き、職員の改革意識と

当事者意識のもと、職員が自主的・主体的に行財政改革に参加する体制と

します。 

 

３ アクションプラン（実施計画）の策定 

   

 行財政改革を具体的かつ計画的に取り組むため、具体的な改革事項を設

定するとともに、なにを、いつまでに、どのようにするといった事項を定

めたアクションプラン（実施計画）を策定します。あわせてアクションプ

ランには、可能な限り数値目標を設定するとともに、具体的な指標を用い

たりして、行財政改革が市民に分かりやすくなるようにします。 

 

４ 進行管理及び公表 

    

行財政改革の進捗状況と成果については、数値目標や具体的な指標をも

とに評価を行い、定期的に広報紙やホームページなどを通じて広く市民に

公表するとともに、市議会及び八代市行財政改革推進委員会に報告して、

意見や提案を求めます。 

意見や提案については、行財政改革推進本部において、アクションプラ

ンの見直しに反映することとし、実効性の高い行財政改革とします。  
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＊用語の説明 

 

「国と地方の三位一体改革」： 

国と地方の税財政改革を指し、具体的には、国庫補助負担金、地方交付税の削減なら

びに税源移譲を含む税源配分の見直しのこと。 

 

「地方交付税」： 

すべての自治体が一定のレベルで均一の行政サービスが受けられるように、国税のう

ち、所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税の一部が一定の基準において各自治体

に配分される制度のこと。普通交付税と特別交付税の二種類がある。 

 

「団塊の世代」： 

昭和２２年～２４年の終戦後のベビーブーム時に生まれた世代のこと。 

 

「市民」： 

市民、地域コミュニティ、ＮＰＯ及び民間事業者などをいう。 

 

「行政経営」： 

市の使命を実現するために戦略的な組織目標を設定し、その目標達成のために、住民

ニーズに合致する事業を選択し、職員、予算を事業に集中することにより、限られた

経営資源を 大限に活用し、市民満足度の高い行政運営を行うこと。 

 

「市民協働」： 

  市民と市が、互いによきパートナーとして、役割と責任を分担し、協力・連携して、

それぞれが自らの目標を達成し、同じ目的に向かうこと。 

 

「成果重視」：  

  サービスを提供する場合、常に目的と成果を明確にして、何をどれだけやったかでは

なく、どれだけの成果、効果が上がったのかを意識した行政運営を行うこと。 

 

「ゼロベースからの見直し」： 

予算編成において、これまでの予算実績をいったんゼロとし、目的、必要性、成果、

優先順位などを検討し直した上で事務事業を見直して予算を計上すること。 

 

「自主財源」： 
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市が自主的に収入しうる財源であって、市税、分担金・負担金、使用料・手数料、財

産収入、寄附金等をいう。自主財源が多いほど、行政活動の自主性と安定性が確保さ

れます。 

 

「一部事務組合」： 

１市町村では対応できない、あるいは広域で取り組んだ方が効率的である等の理由で

市町村等の事務の一部を共同処理するために設立された組合で、ゴミ処理、消防等の

事務処理を行う。 

 

「指定管理者制度」： 

市が設置した公の施設の管理を市の出資法人、公益法人、社会福祉協議会などの公共

的団体に限定していたものを、ＮＰＯやボランティアなどを含む民間事業者にまで拡

大して施設の管理を代行させる制度をいう。 

 

「行政評価」： 

市が行う政策、施策、事務事業について、一定の基準、指標をもって、コストや成果

を把握して、必要性、効率性、有効性、優先性、公平性を判定し、次の計画や予算に

反映させるための総合的な評価をいう。評価の対象を事務事業とする場合を事務事業

評価という。 

 

「マネジメントサイクルシステム」： 

  Plan(計画）→ Do(事業の実施) → Check(評価) → Action(改善・改革)のマネ

ジメントサイクルを行政活動に組み入れて、これまでの Plan(計画）・ Do(事業の実施)

に偏っていた行政活動を、市民志向の視点から成果等を評価し、次の計画に結びつけ

るシステムのこと。 

 

「ポータルサイト」： 

  不特定多数の人が閲覧するインターネット上のホームページのこと。ポータルサイト

は玄関・入口という意味。利用者がインターネットにアクセスする際、 初に訪れる

ように設定しているホームページをいう。 

 

「市民参画」： 

納税者である市民が、市の政策の立案、計画の策定、事業の実施などの過程に主体的

に参加すること。 
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「パブリックコメント制度」： 

市民の声を市政に反映するため、市の政策や施策を立案段階から公表して、市民から

の意見を募り、その意見を踏まえて 終的な意思決定を行うこと。 

 

「ワークショップ」：Workshop 

もともとの意味は、「工房」「作業場」など、共同で何かを作る場所をいう。参加者が

ともに討議し、現場を見たりするなどの協働作業を通じて、参加者の前向きな意欲を

引き出し、お互いの考え方や立場の違いを学び合いながら、提案をまとめる手法であ

り、その集まり(場）のことです。住民参加型まちづくりにおける合意手段の手法とし

てよく用いられる。 

 

「ＮＰＯ」：Non-Profit Organization  

民間企業と違い営利を目的とせず、継続的、自発的に社会貢献活動をボランティア団

体や市民活動団体などの「非営利組織」をいう。  

 

 


