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                         Ⅰ 新たな行財政改革への取り組みについて 

  

 

１ これまでの行財政改革の取り組み 

本市の行財政改革は、昭和６０年度に行政改革大綱を策定し、その後、行財政改善推

進計画、さらには平成１３年度に準用再建団体転落回避のための財政健全化基本方針を

作成するなど、時代とともに変化する市民ニーズやその時々の行政課題への適切な対応

に努めてきました。しかし、昨今の本市を取り巻く厳しい財政状況や社会情勢の変化等

の様々な課題に対応し、また地方分権にふさわしい自主・自立のまちづくりを市民とと

もに推進していくためには、「新たな改革の視点」に立った抜本的な改革が必要になって

います。 

 

２ 本市を取り巻く状況 

 

（１）厳しい行財政環境 

景気低迷の長期化による雇用情勢の悪化や不況の悪循環などにより、経済状況は極

めて厳しく、本市にも大きな影響を及ぼしています。平成１０年度から市税収入は大

幅な減少を続け、いまだに下げ止まる気配が見えません。また、多額の地方債残高や

扶助費、各特別会計への繰出金の増加により、ここ数年間は財源不足の状況が続き、

準用再建団体転落の危機に直面しています。 

    

（２）時代の変化 

少子高齢化の進行とそれに伴う人口減少の社会、さらに情報通信技術の飛躍的発展

や地方分権の進展による三位一体の改革など、社会経済環境は急激に変化しており、

これまで以上に行政能力の向上と行政改革の積極的な取り組みが必要となっています。

また、社会の成熟化にともない、市民の市政への関心・参画意識が高まってきており、

市政への市民参画を進めるための環境整備や、市民とともに協力しながらまちづくり

を推進していくことが不可欠となっています。 

 

３ 新しいまちづくりに向けて 

 Ⅰ 新たな行財政改革への取り組みについて 

本市の市政運営の基本的戦略を示す「長期総合計画」に基づき、新しい塩竈づくり

を展開していくことが喫緊の課題となっています。将来の財源確保の見通しが極めて

厳しい状況にある中、本市のまちづくりを実現するために、行財政システムを抜本的

に見直し、「塩竈市政はどうあるべきか」「塩竈市役所はどのように変わる必要がある

のか」といった本市の行財政全般にわたる考え方、進め方を明示し、計画的に推進し

ていくとともに、その過程で生み出した行政資源（人員・財源）を、本市が取り組む

べき政策課題や将来のまちづくりに向けた重要施策に重点的・戦略的に投入していく

必要があります。 
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                                            Ⅱ 改革の基本方針 

 

  

社会経済環境の急激な変化に的確に対応し、市民との協働による質の高い持続的な発展

が可能な市政の実現を図るために、次の３項目を行財政改革推進の基本方針とします。 

 

１ 市民とともに歩む市政の推進 

 

平成 12 年 4 月、地方分権一括法が施行され、地方公共団体には、これまで以上に自

主・自立のもと、個性豊かなまちづくりが求められています。厳しい経済情勢のもと、

山積する課題に的確に対応し、持続的に発展を続ける市政を実現するためには、行政と

市民のパートナーシップの確立が必要不可欠です。したがって、今後、情報公開、市民

参加等をさらに積極的に進め、行政と市民との協働による開かれた透明性の高い市政の

推進を図ります。 

 

２ 市民志向の質の高いサービスを提供する市政の実現 

 

市民の意識やニーズが多様化し、行政需要が変化している現在、行政が施策を考え、

実施するという従来の行政主導では、市民ニーズに的確に対応できず、市民意識や市民

感情から離れることになります。前例踏襲主義から脱却し、常に市民の視点で市政を見

直し、市民ニーズに即した良質なサービスを迅速に提供します。 

 

３ 時代の変化に的確に対応できるスリムで効率的な行財政の運営 

Ⅱ 改革の基本方針 

 

市民・企業と行政の役割分担を見直し、市民ニーズや時代の変化に的確に対応した組

織体制や事務事業の見直しを行い、限られた行政資源（財源、人員）を重点的に配分し

ます。さらにスピード・コスト・成果を重視する行政の展開を図るとともに、事務事業

の重点化やビルド・アンド・スクラップを基本とした見直し、受益と負担の明確化に取

り組むなど、効果的、効率的な行財政の運営を目指します。 
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                                              Ⅲ 改革の視点 

  

 

１ 市民との協働による改革  

市民、企業の意識やニーズが多様化し、行政需要が変化している現在、行政がすべて

の市民ニーズに対応することは困難になっています。一方、市民の市政への参画意識の

高まりとともに、市民活動団体の活動が活発してきていることから、市民・企業と行政

の役割分担を明らかにし、ともに市政を推進していくことが求められています。市民生

活の変化や民間の活動などの動向を的確に把握し、行政だけでは対応することができな

い個別のニーズや新たな地域の課題に対しては、市民・企業の協力を得ながらともに取

り組みます。 

 

２ スピード、コスト、成果重視の改革 

行政は市民に対する最大のサービス産業です。より効果的かつ効率的にサービスの提

供が行えるよう、顧客主義や現場主義、また費用対効果などの経済性や成果を重視した

理念や手法などを積極的に導入し、行政内部の改革、改善を行います。また、常にコス

ト意識を持ちながら、最小の経費で最大の効果が上がるような行政サービスの改革・改

善を進めるとともに、目標とその達成度の明確化を図り、成果を重視した行財政運営に

転換していきます。 

 

３ 目標を設けた計画的な改革 

Ⅲ 改革の視点 

本計画に掲げる各取組事項に年度の目標を設定し、事業の実施主体である各部の積極

的な改革・改善を計画的に推進します。 
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                                               Ⅳ 計画期間 

  Ⅳ 計画期間 
 

平成１６年度から平成２０年度までの５年間を推進期間とします。 

特に、平成１６年度から平成１８年度までの３年間を「集中改革期間」と位置づけ、

財政健全化に全力で取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Success 
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                                            Ⅴ 計画全体の構成 

 
 
Ⅴ 計画全体の構成 

 
 
 
 

【新たな行財政改革への取り組み】  
厳しい行財政環境や社会情勢の変化等の様々な課題に対応し、また地方分権にふさわしい自主・自立

のまちづくりを市民とともに推進していくために、「新たな改革の視点」に立った抜本的な改革に取り組

みます。 

 
 
 

 

                             

 

 

 

 

 

【改革の基本方針】 
社会経済環境の変化に的確に対応し、市民との

協働による市政の実現を図ります。 

１ 市民とともに歩む市政の推進 

２ 市民志向の質の高いサービスを提供する市

政の実現 

３ 時代の変化に的確に対応できるスリムで効

率的な行財政の運営 

【改革の視点】 
１ 市民との協働による改革  

２ スピード、コスト、成果重視の改革 

３ 目標を設けた計画的な改革 

 

 
 
 
 
 
 

【財政健全化の推進】 
・行政改革の取り組みと一体となり、既存事業の見直しや事務事業の効率化、受益者負担の適正化などを

強力に進め、平成20年度までの推進期間に新たな数値目標を設定し、財政の健全化を推し進めます。

・公債費比率、市債残高等の各種財政指標の目標値を設定、その改善・健全化に取り組みます 

 
【改革の具体的方策】 

 
１ 市民とともに歩む市政の推進 

（１）公平で透明性の高い行政運営の推進 

（２）開かれた行政の実現 

（３）市民との協働による市政の推進 

 
２ 市民サービスの改革推進 

（１）市民サービスの利便性・質的向上 

（２）市民サービス提供のあり方の見直し 

（３）ITを活用した市民サービスの向上 

 

 
３ 効率性、機動性の高い組織体制等の確立 

（１）職員の意識改革・職場の活性化 

（２）人材育成の推進及び給与の適正化等 

（３）職員数の適正化 

（４）組織体制の見直し 

（５）事務事業の簡素・効率化の推進 

 

４ 広域行政による効率的な行政運営の促進 

 
５ 財政健全化の推進 
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                                           Ⅵ 財政健全化の推進 
 

  

 

１ 財政健全化に向けた基本的な考え方 

Ⅵ 財政健全化の推進 

 

本市は、これまで道路、公園、下水道事業などの社会資本の整備を積極的に進めてきま

した。また、バブル経済崩壊後の数次にわたる国の経済対策に対応すべく、公共投資を展

開し、その財源として多額の市債を発行したため市債残高の増大を招いています。一方、

景気の状況は長期にわたり低迷が続き、基幹財源である市税、地方交付税が伸び悩む中、

義務的経費が増嵩するなど、公債費比率、経常収支比率等、財政指標の水準が低下し、財

政の硬直化が著しく高まっています。 

平成１５年度の財政指標を県内各市と比較してみると、起債許可制限比率は１２．２％

で２番目に高く、また、経常収支比率は９２．８％と極めて悪い状況にあります。市債残

高は 10 年前（平成 6 年度）の１７６億円と比較すると２２３億円、１．３倍となってい

ますが、この間、市税は７５億円（平成6年度）から６３億円に大きく減少しているほか、

財政調整基金は枯渇寸前の状況にあります。 

平成 13年度からは、財政健全化の基本方針に基づき財政の健全化に取り組んできました

が、一定の成果は得られたものの、予想を越える市税や地方交付税の減少により、依然と

して財政構造の改善が図られていないのが現状です。 

今後も本市の基幹財源である市税収入に伸びが見込めないことに加え、地方交付税の縮

減の動き等を考慮すると、財源確保の見通しは極めて厳しく、歳入歳出全般にわたり徹底

した見直しを行っていかなければ、今後 5 カ年間で約４０億円の財源不足が生じ、準用財

政再建団体への転落が避けられません。 

この状況を乗り越えるためには、財政健全化の基本方針で掲げた内容を厳しく見直し、

行政改革の取り組みと一体となり、既存事業の見直しや事務事業の効率化、受益者負担の

適正化などを強力に進めていくことが必要不可欠であり、平成20年度までの推進期間にお

ける新たな数値目標を明確に設定し、財政の健全化を推し進めます。 
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                                           Ⅵ 財政健全化の推進 

２ 財政健全化の管理指標の設定 

 

経常収支比率、市債残高の各種財政指標を本計画の管理指標として設定し、財政健全化

の取り組みを計画的に推進します。 

 

  ＜管理指標＞ 

 

【各種財政指標の改善目標】 

現在、本市の財政状況は県内各市の中でも低位に位置しています。そこで、経常収

支比率等、各種財政指標について、下記の目標値の実現に努めます。 

また、将来的に過大な財政負担の生じることのないよう十分配慮し、新たに発生す

るさまざまな行政課題に的確に対応できる健全な財政運営の推進を目指します。 

 

【各種財政指標の目標値】 

区   分 平成１５年度決算 平成２０年度目標値 

経常収支比率 ９２．８％ ９１．８％

市債残高 ２２，４９１百万円 １７，８２０百万円

（市民一人当たりの額） ３７０，８２０円 ３０１，０１１円
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                                           Ⅵ 財政健全化の推進 
 

３ 財政健全化フレームの作成 

 

市税、地方交付税については、経済情勢や国の動きを踏まえて、厳しく見積もり、これ

を前提に、財政健全化指標の実現に向け、個別の行政改革の取り組みや自主財源確保策を

盛り込むとともに、長期総合計画、実施計画を踏まえた平成２０年度までの投資規模を想

定し、今後の財政運営の指針となる財政健全化フレームを策定します。 

中期財政計画は、「行財政改革推進計画」の実行により生み出される財源等を加味して作

成、それぞれの見込み額を年次ごとに明記しています。 

 

（１）中期財政見通し 

 

【歳 入】                           （単位：百万円、％） 

16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 
区  分 

決算見込 額 伸び率 額 伸び率 額 伸び率 額 伸び率

市   税 6,043 6,016 △0.4 6,041 0.4 5,957 △1.4 5,866 △1.5

地方交付税 5,039 5,315 5.5 5,453 2.6 5,554 1.9 5,625 1.3

市   債 1,793 1,055 △41.2 835 △20.9 788 △5.6 788 0.0

そ の 他 6,343 5,960 △6.0 4,861 △18.4 4,865 0.1 4,903 0.8

計（Ａ） 19,218 18,346 △4.5 17,190 △6.3 17,164 △0.2 17,182 0.1

 

【歳 出】                           （単位：百万円、％） 

16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 
区  分 

決算見込 額 伸び率 額 伸び率 額 伸び率 額 伸び率 

義務的経費 9,664 9,868 2.1 9,983 1.2 9,989 0.1 9,843 △1.5

 人 件 費 4,675 4,687 0.3 4,724 0.8 4,676 △1.0 4,525 △3.2

 扶 助 費 2,587 2,758 6.6 2,813 2.0 2.867 1.9 2,923 2.0

 公 債 費 2,402 2,423 0.9 2,446 0.9 2,446 0.0 2,395 △2.1

普通建設事業費 1,577 478 △69.7 382 △20.1 235 △38.5 235 0.0

その他経費 7,977 8,000 0.3 8,235 2.9 8,286 0.6 8,368 1.0

計（Ｂ） 19,218 18,346 △4.5 18,600 1.4 18,510 △0.5 18,446 △0.3

 

【収支差】                                                         （単位：百万円） 

（Ａ）－（Ｂ） 0 0 △1,410 △1,346 △1,264
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                                           Ⅵ 財政健全化の推進 

（２）行財政改善計画に基づく財源対策の基本フレームの設定 

                                                                    （単位：百万円） 

区    分 18 年度 19 年度 20 年度 

１ 経常的経費の抑制 100 100 100

２ 事務事業のスクラップ＆ビルド 310 335 357

３ 人件費の適正化 88 96 97

４ 職員定数の適正化 36 77 175

５ 自主財源確保対策の推進 616 509 466

６ その他の財源対策の推進 260 232 117

合    計 1,410 1,349 1,312

 

（３）中期財政計画（財源対策を加味した目標財政フレーム） 

 

【歳 入】                           （単位：百万円、％） 

16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 
区  分 

決算見込 額 伸び率 額 伸び率 額 伸び率 額 伸び率

市   税 6,043 6,016 △0.4 6,054 0.6 5,964 △1.5 5,879 △1.4

地方交付税 5,039 5,315 5.5 5,209 △2.0 5,304 1.8 5,356 1.0

市   債 1,793 1,055 △41.2 845 △19.9 805 △4.7 805 0.0

そ の 他 6,343 5,960 △6.0 5,314 △10.8 5,182 △2.5 5,056 △2.4

計（Ａ） 19,218 18,346 △4.5 17,422 △5.0 17,255 △1.0 17,096 △0.9

 

【歳 出】                           （単位：百万円、％） 

16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 
区  分 

決算見込 額 伸び率 額 伸び率 額 伸び率 額 伸び率 

義務的経費 9,664 9,868 2.1 9,858 △0.1 9,816 △0.4 9,586 △2.3

 人 件 費 4,675 4,687 0.3 4,599 △1.9 4,503 △2.1 4,268 △5.2

 扶 助 費 2,587 2,758 6.6 2,813 2.0 2,867 1.9 2,923 2.0

 公 債 費 2,402 2,423 0.9 2,446 0.9 2,446 0.0 2,395 △2.1

普通建設事業費 1,577 478 △69.7 382 △20.1 235 △38.5 235 0.0

その他経費 7,977 8,000 0.3 7,182 △10.2 7,201 0.3 7,227 0.4

計（Ｂ） 19,218 18,346 △4.5 17,422 △5.0 17,252 △1.0 17,048 △1.2

 

【収支差】                                                         （単位：百万円） 

（Ａ）―（Ｂ） 0 0 0 3 48
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                                                 Ⅵ 改革の具体的方策 

ｋ Ⅶ 改革の具体的方策 
 

１ 市民とともに歩む市政の推進 

 

市民との信頼関係に基づき、ともに行動しながら、公共の課題を解決していきます。 

 

（１）公平で透明性の高い行政運営の推進 

市民と行政が情報を共有し、同じ基盤に立つことが市民参加の基本となることから、

市政情報を分かりやすく積極的に提供し、市政の公平性・透明性を高めていきます。 

 

＜取組項目＞ 

1) 審議会等の公開の推進 

審議会等の会議の公開並びに会議録の公開及び公表を統一的に行うために、「審

議会等の会議の公開に関する要領」を作成します。市のホームページ等に、審議

会等一覧、会議開催案内、委員公募の案内等の情報を提供します。 

         平成１７年度から実施 

 

2) 政策的・効果的な広報の推進 

市政の政策形成過程等への市民参画や市民と行政との連係・協働を図るため、

施策の取り組み内容や進捗状況などの行政情報を、ホームページや各種メディア

を活用して情報提供を積極的に推進します。 

         平成１７年度から実施 

 

2) ① 予算編成等の情報提供の充実 

予算要求総額や事業内容を公開するなど、政策形成段階における情報提供に取

り組みます。 

         平成１８年度から実施 

 

    2) ② 監査結果等の市民公表の推進 

監査結果やそれらに対する市の措置状況をホームページに掲載し、より広く市

民に情報を提供することにより、監査の透明性と実効性を高めます。 

         平成１８年度から実施 

 

    2) ③ 実施計画等の情報提供の充実 

市民に開かれた市政運営の推進を図るために、実施事業計画等の採択状況等、

計画段階からの情報の提供に取り組みます。 

         平成１８年度から実施 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 
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2) ④ 事務事業コストの情報提供の充実 

主要施策の管理運営コストや主要なイベント、作成物等についてコストを公表

し、市民への情報提供と職員のコスト意識の涵養を図ります。 

     平成１７年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

  3) 入札・契約制度等の見直し 

市民の一層の理解と信頼を確保し、透明性の確保や公正な競争の促進を図るた

め、設計金額の事前公表を行うとともに、入札契約事務を適正に実行するため電

子入札システムへの移行に取り組みます。また、ホームページの活用を通じ、入

札公示、入札結果等の入札関連情報の公表をより一層推進します。 

         平成１９年度から実施 

 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 

  4) 市民出前講座開催の推進 

市政の仕組みや現在取り組んでいる事業、施策、今後の検討課題について、関

係職員が出向いて説明を行う「市民出前講座」を一層推進します。テーマについ

ては、毎年度見直しを行い、利用の促進を図りながら、市民から出された意見等

を、各施策・事業等の参考として活用していきます。 

         平成１８年度から拡大実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
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（２）開かれた行政の実現 

市民ニーズを的確に市政に反映し、市民が積極的に市政に参画できる仕組みと環境づく

りに取り組みます。 

 

＜取組項目＞ 

5) パブリックコメント（意見提出手続）の導入 

計画等の立案・原案の段階において、市民の意見を聴き、成案に反映させるパ

ブリックコメント制度について、事例等の調査・研究、及び本市各部課の現状の

把握を進め、統一的な制度のあり方について検討し、制度化を図ります。 

         平成１８年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

6) 新たな提案制度の創設（電子会議室の開設） 

ホームページ上に、テーマを設定した電子会議室を開設し、市民等からの意見

を聴くとともに、意見に対する対応状況と合わせ、その内容を公開します。 

         平成１８年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

7) 要望・意見等の対応情報の有効利用 

市政ホットライン等を通して市役所に寄せられた要望・意見等の内容を庁内の

電子掲示板に掲載するとともに、ホームページ等への掲載を行い、市民サービス

の改善点の把握に努めます。 

         平成１８年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

8) 審議会委員等の公募制の推進 

審議会等の透明性を高め、幅広い市民の意見を反映させるために公募採用を推進

します。公募することが適当でない特別の事情がある場合を除き、委員定数の１割

以上かつ１人以上の枠を設けて公募します。 

         平成１８年度から段階的実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

9) 審議会委員等への女性の登用推進 

男女共同参画プランに基づき、審議会等の委員に女性登用を推進します。女性

の占める割合を平成２０年度までに３０％以上とします。 

         平成１６年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

10) 市民満足度の把握のシステム化 

各種施策・事業などについて、市民の満足度を把握するシステムの構築化に取

り組みます。 

         平成１７年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
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（３）市民との協働による市政の推進 

市民ボランティアやNPO等各種市民団体との連携と協働により、個性豊かで活力のある

まちづくりや事業運営を進めます。 

 

＜取組項目＞ 

11) 市民活動を支援するための環境づくり 

市民活動拠点として、市内にある既存施設の環境整備、市民活動支援を目的と

した拠点施設の整備を進めます。 

         平成１７年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

12) 市民団体等の自立的運営の推進 

これまで市が事務局を担ってきた市民団体について、行政と市民団体の守備範

囲を明確にしながら、市の関与の度合を見直し、当該団体が自立・自主的な運営

ができるような環境整備に取り組みます。 

         平成１９年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

13) 職員の地域活動の促進 

ボランティア人材養成講座等へ職員を積極的に参加させる等、意識啓発を図り、

市民と行政との協働に対する実践を推進します。 

         平成１６年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

14) 市民参加型ミニ公募債の発行 

市民の市政への参加意識を高め、市債の個人消化を通じた資金調達手法の多様

化を図る観点から、ミニ市場公募債の活用を進めます。 

         平成１８年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
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 ２ 市民サービスの改革推進 

  

市民の視点に立った効率的で質の高い市民サービスを提供します。 

 

（１）市民サービスの利便性・質的向上 

行政サービスの利便性を高め、良質なサービスを迅速に提供します。 

 

  ＜取組項目＞ 

15) 窓口接遇サービスの向上 

接遇マナーの向上に市民の意見を反映させる仕組みの創設・運用、啓発用プレ

ートの着用、接遇マニュアル等の作成を進めます。 

         平成１７年度から実施 

 

16) 窓口ワンストップサービスの推進 

本庁に総合窓口設置を推進するために、手続きの簡素化、迅速化と窓口の整理・

統合、拡充を行う等、市民の利便性の向上に努めます。 

         平成１７年度から実施 

 

17) フロアマネージャーの配置の推進 

総合案内役としてのフロアマネージャーの配置や、低記載台を設置する等、施

設環境を整え、窓口サービスの充実を図ります。 

         平成１７年度から実施 

 

18) １００円バスの運行の充実 

市民の利便性を確保するため、商店街の活性化やイベントとの連携も検討しな

がら、１００円バスの運行充実に取り組みます。 

         平成１６年度から実施 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 
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（２）市民サービス提供のあり方の見直し 

民間の活力に委ねた方が市民にとってより効果的なサービスが期待できる事業等につい

ては、多様な提供主体と協力し、サービスを提供していきます。特に、公の施設について

は、地方自治法の改正により指定管理者制度が導入され、民間企業の参入が可能となった

ことから、管理運営体制も含めた見直しを行います。 

 

  ＜取組項目＞ 

19) 保育サービスの効果的・効率的な提供 

少子化の進展と女性の社会進出を踏まえ、多様な保育ニーズに対応するため、

保育サービスの充実を図るとともに、保育所の民営化、統廃合など、効果的、効

率的な運営体制の整備を進めます。 

         平成１９年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

20) 学校給食調理方式の再構築 

給食調理業務については、退職者不補充等により段階的に臨時職員化を推進し

ます。また、職員の適正配置計画を策定しながら、これと連動させた調理場の共

同化・センター化を検討します。 

         平成１７年度に方針策定 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

21) 清掃業務の効率的運営 

民間委託によるコスト削減効果等の観点から、清掃業務（清掃工場、中倉埋立

場の管理運営業務等）について、民間委託も視野に入れた運営の在り方を検討し

ます。 

         平成１７年度に方針策定 

 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 

22) 公の施設運営の見直し 

近年、公的な団体以外においても、十分な行政サービス提供能力が認められる

団体が増加しており、住民ニーズの多様化に対応すべく、指定管理者制度の導入

や、運営の効率化、勤務体制の見直しなどに取り組みます。 

            平成１８年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
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（３）IT を活用した市民サービスの向上 

個人情報の保護やセキュリティなどに配慮しながら、インターネットを活用した各種申

請、届出等が可能になる電子申請・届出システムなどの導入・検討を進め、IT 社会に対応

した市民サービスを拡充します。 

 

  ＜取組項目＞ 

23) 申請・届出等手続きの電子化の推進 

インターネット等を利用した申請・届出等の手続きのオンライン化を計画的に

推進するとともに、スポーツ施設等の予約システムの整備を図るなど、市民サー

ビスの向上に努めます。 

         平成１８年度から段階的実施 

 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 

24) 各種証明の自動交付機の普及推進 

住民基本台帳カード（住基カード）の普及促進を図るとともに、住民票等の各

種証明書の自動交付機の設置を推進します。 

         平成１８年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
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 ３ 効率性、機動性の高い組織体制等の確立 

 

時代の変化やニーズを的確に把握し、市民の視点に立った成果重視型行政の実現を目指

し、職員の意欲・能力が市民のために最大限活かされる環境づくりや、スリムで合理的な

組織体制の整備を進めます。 

 

 （１）職員の意識改革・職場の活性化 

情勢の変化や市民ニーズを先取りし、市民の期待と要望に応えられる職員資質の向上を

目標に、問題意識を持ち豊かな発想により改善や効率化に取り組むなど、職員一人ひとり

が市政改革にチャレンジする意識改革を進めます。また、職員の持つ多様な能力と専門性、

明確な目標と意欲を持って職務に取り組むことにより、職場の活性化と士気の高揚を図り

ます。 

 

  ＜取組項目＞ 

  25) 年間行動計画（ミッション・チャレンジ）の作成・実施 

市長の基本方針に基づき、部・課長は、毎年それぞれ１年間の部門の責務や目

標を掲げた行動計画を作成し、年度末には達成度を公表するとともに、その結果

を次年度の予算や人員、組織に反映させることにより、現場での自律改革、個々

人の意識改革、制度や組織慣行へのチャレンジを進めます。 

         平成１６年度から実施 

 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 

  26) トワイライト・ミーティングの実施 

職員一人ひとりの意識改革による市役所の組織風土の変革を目指し、市長が各

職場へ出かけ、市長と職員が職場の身近な問題、本市の抱える課題等について、

気軽に、自由に、座談会形式で積極的に意見・アイディアを出し合い、地方分権

時代に相応しい市役所づくりを推進します。 

         平成１７年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

  27) 行政評価システムの推進 

施策の目的や目標・成果を明らかにし、市民に対する説明責任(アカウンタビリ

ティ)の向上と、より効果的で効率的な実施に努め、施策・事務事業の目的意識・

目標達成意義やコスト意識の浸透などを図ります。 

         平成１６年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

  28) 身近な事務改善運動の推進 

各係の直面している課題やなかなか取り組むことが困難であった提案等につい

て、係内で共通認識を持って改善目標を立て、計画的に改善し、組織的かつ身近

な事務改善を推進します。 

         平成１７年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
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  29) 人事管理制度の改革 

国の人事制度改革の動きを的確に捉えながら、成果主義に基づく仕事に対する

客観的評価を行うための勤務評定制度を再構築するなど、職員個々の能力・実績・

希望を踏まえた透明性、公明性が高い人事管理制度の見直しに努め、職員の意識

の高揚を図ります。 

         平成１９年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
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 （２）人材育成の推進及び給与の適正化等 

市民の福祉向上を目指す職員としての使命と責任を自覚し、能力や意欲の向上が図られ

るよう、努力する職員が報われる人事給与制度を整備し、仕事の達成感や満足感を味わえ

るような総合的な人材育成に取り組みます。また、給与については、国の給与制度に準じ、

引き続き適正化に努めます。 

 

  ＜取組項目＞ 

  30) 職員人材育成の推進 

地域の将来像と行政のあり方を踏まえ、人材育成の目的及びこれからの時代に

求められる職員像を明確にした「塩竈市人材育成基本方針」を策定します。女性

職員の積極的な活用・登用、専門職の育成、ジョブローテーションの拡充、職員

研修体系の再構築を図ります。 

         平成１７年度に方針策定 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

   31) 給与制度の適正化 

本市の給与については、国の給与制度や人事院勧告内容等に基づき、適正化の

取組を継続的に推進します。 

         平成１６年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

     31) ① 昇給停止年齢の設定 

昇給停止年齢について、国の給与制度に準じ、昇給停止年齢を設定し適正化に

努めます。 

         平成１８年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

     31) ② 特殊勤務手当の適正化 

支給対象、支給基準、支給額等について精査し、制度の趣旨や勤務の特殊性に

ついて、国及び他都市等との均衡も考慮し、見直しを進めます。 

         平成１７年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

     31) ③ 退職時特別昇給の適正化 

退職時特別昇給については、国家公務員の退職手当の見直しを踏まえ、改善を

図ります。 

         平成１７年度から実施 

 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 

     31) ④ 給料の調整額の適正化 

職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤労環境その他の勤労条

件など、職の有する特殊性を改めて精査し、見直しを進めます。 

         平成１８年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
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    31) ⑤ 給与支給事務の簡素化 

給与口座振込み制度の完全実施を図り、支給事務の効率化を進めるとともに、

搬入・保管時の安全を確保します。 

         平成１６年度から実施 

 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 

  32) 時間外勤務の縮減取り組みの推進 

職場の時間外勤務、休暇等の実態を踏まえ、振替等の徹底や全庁及び各課での

ノー残業デーの活用等を行い、時間外勤務の縮減を図ります。また、必要に応じ

て職員の再雇用や非常勤嘱託員の雇用等により、縮減の徹底を図ります。 

         平成１６年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
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 （３）職員数の適正化 

行政の守備範囲を明確にするとともに、市民サービス向上の観点から、各部門・各所属

における真に必要な人員を精査し、より簡素で効率的な行政体制を目指し、職員数を５ヵ

年間で１００名程度削減します。 

 

  ＜取組項目＞ 

  33)職員数の適正化 

 

 【職員適正化計画の概要】 

・ 職員数を平成１６年度から平成２０年度までの５ヵ年間で、１００名削減。 

  ▲１００人（８１７人 ⇒ ７１７人＜平成２０年度＞） 

・ 年度別内訳 

  平成１６年度              ▲ ２５人 

      平成１７年度              ▲ １４人 

  平成１８年度              ▲ １５人 

      平成１９年度              ▲ １６人 

      平成２０年度              ▲ ３０人 

 

 

 

         平成１６年度から平成２０年度 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
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（４）組織体制の見直し 

新たな行政課題や業務の内容に対して機動的、総合的な対応が迅速に行える機能的な組

織・機構を目指します。 

 

  ＜取組項目＞ 

34) 組織機構の見直し      

時代の要請に合致した機動的、機能的な組織機構の再整備について、幅広い視

点から見直しに取り組み、簡素で効率的な組織体制の確立を目指します。 

         平成１６年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

     34) ① 部長の権限強化 

市民に一番近い現場において、意思決定の迅速化と適宜適切な対応を図り、ま

た、主体的に政策課題に対応することができるよう、各部へ一定の範囲で定数配

分、職員配置、予算編成権の委譲を行い、部長の権限強化を図ります。 

         平成１６年度から実施 

 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 

     34) ② グループ制導入の取り組み 

業務内容に応じた、柔軟性のある効率的な執行体制の強化を目的としたグルー

プ制の導入について、必要度・実効性のある部門での実施を目指します。 

         平成１７年度から試行 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

35) 時差出勤制度の導入 

職員単位による時差出勤等のシステムを導入し、勤務時間の弾力的な運用によ

り、効果的な事務を進め、市民サービスの向上を図ります。また、職員の健康管

理の観点から、時間外勤務の縮減に努めます。 

         平成１９年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
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 （５）事務事業の簡素・効率化の推進 

事務事業については、「最小の経費で最大の効果」が得られるよう、コストや費用対効果

を明らかにしながら、徹底した簡素・効率化、経費削減に努めます。 

 

  ＜取組項目＞ 

   36) 儀礼的な庁内制度の見直し 

辞令交付式（採用・退職を除く）及び書面による辞令を廃止するなど、庁内制

度の簡略化を図ります。 

         平成１８年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

   37) 電子化による事務の効率化 

全庁的な情報系ネットワークの構築とパソコンの活用により、決裁過程や各種

事務連絡及び会議等（定例連絡会議、庁議、一般質問等）、職員の服務管理などの

簡素化、効率化をより一層推進します。 

         平成１７年度に方針策定 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
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 ４ 広域行政による効率的な行政運営の促進 

 

生活圏の広域化や多様な市民ニーズに応じて、広域行政圏を中心に、周辺市町との広域

的な連携・協力、施策の一層の充実に努めます。 また、より効率的な行政の推進や行財

政の基盤強化を図るとともに、市民サービスの向上や生活圏の拡大に応じた地域づくりを

進めます。 

 

  ＜取組項目＞ 

 38) 事務処理広域化の推進 

消防、し尿処理業務に関する効率化を一層促進するとともに、ごみの埋立処分、

老人・介護福祉、斎場などの管理業務について、広域行政による取り組みを推進

し、安定した事業運営の継続と経費の節減を目指します。また、塩竈圏域の輻輳

している一部事務組合の運営の一層の効率化、事務局体制の強化を図るべく、複

合化の促進に努めます。 

         平成１７年度に方針策定 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
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 ５ 財政健全化の推進 

 

財政健全化の基本方針で掲げた内容を厳しく見直し、行政改革の取り組みと一体となり、

既存事業の見直しや事務事業の効率化、受益者負担の適正化などを強力に進め、平成20年

度までの推進期間における新たな数値目標を明確に設定し、財政の健全化を推し進めます。 

 

＜取組項目＞ 

39) 予算編成手法の新たな仕組みづくり 

各部の創意工夫を予算編成に活用するため、現在実施している経常的経費や政

策的経費についての枠配分方式を継続するとともに、効果的な予算執行と予算節

減に向けた意識改革を図るため、内部努力により生じた節減予算を次年度に配分

するなど、予算編成の新たな仕組みづくりに取り組みます。 

         平成１６年度から実施 

 

40) 市税等の自主財源の確保 

市税、国保税、市営住宅使用料、保育料等について、公平性と自主財源確保の

観点から、これまで以上に課税客体の適正把握に努めるほか、夜間徴収等、経費

をかけない効率的な徴収策の導入及び滞納処分の徹底などにより、収納体制の一

層の強化を図るとともに、収納率向上の目標値を設定し、その達成に取り組みま

す。また、新しい税財源の導入の研究を進めます。 

公金の納付方法については、新たにコンビニエンスストア、パソコン、ATM、

携帯電話等などを利用して、市民がいつでもどこからでも納入できるシステムの

導入などを検討していきます。 

       平成１６年度から実施 

 

41) 市民サービスにおける受益者負担の適正化 

サービスの内容や必要なコスト、対象となる受益者の範囲、利用者が受けるサ

ービスの度合い、さらには近隣市町の状況など、様々な要因を考慮し、十分な業

務分析や徹底したコスト削減に向けた取り組みを前提に、受益と負担の公平性の

観点から使用料・手数料に関する見直し基準を策定し、受益者負担の適正化に取

り組みます。 

         平成１７年度に方針策定 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 
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42) 特別会計の経営健全化 

特別会計については、特定の目的のための経費を特定の収入をもって充てると

いう原則に鑑み、歳入の確保に努めるとともに事業の効率化や経費の徹底した見

直しを行い、一般会計から特別会計への繰出金を抑制します。 

各特別会計の事業運営にあたり、一般会計からの基準外繰出金に依存しない経

営健全化計画の策定に取り組みます。 

         平成１７年度に方針策定 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

     42) ① 交通事業特別会計 

交通事業特別会計については、１７年度に経営健全化計画を策定し、事業の効

率化を図るとともに、市民の利便性の向上を図ります。 

         平成１７年度に方針策定 

 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 

     42) ② 魚市場事業特別会計 

魚市場事業特別会計については、引き続き事業の効率化を図るとともに、漁船

誘致の取り組み等を積極的に推進し、水揚げの増加を図り経営健全化を目指しま

す。 

         平成１６年度から実施 

 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 

     42) ③ 駐車場事業特別会計 

駐車場事業特別会計については、利用しやすい料金見直しを行いながら、利用

者増に結びつく取り組みを進めるとともに、管理業務等の効率化を図り経営健全

化を目指します。 

         平成１６年度から実施 

 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 

43) 病院事業会計の経営健全化 

塩竈医療圏を視野に入れた市立病院の役割を明確にし、他の医療機関との連携

を図りながら、自治体病院としての今後のあり方を検証し、診療科目の見直しに

取り組みます。 

一般会計からの基準外繰出金に依存しない自立した経営体制の確立を目指し、

地方公営企業の一部適用から全部適用による運営を早急に進めるとともに、単年

度収支の均衡を図るため新たな経営改善計画を策定し、収支均衡を目指します。 

         平成１７年度に方針策定 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

44) 補助金の適正化 

運営費補助については、その必要性と効果について個々具体的に精査を行い、

当面平成１６年度から平成１８年度までの３年間において、その見直しに取り組

みます。 

         平成１６年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
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45) 用地の取得及び処理の適正化 

新たな土地の取得には、特に慎重を期すとともに、遊休土地等行政効果を発揮

していない資産がある場合には、処分や有効活用について検討を重ね、早期に適

正処分を行います。また、土地開発公社保有地の買戻し等を促進します。 

         平成１７年度から実施 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

45) ① 普通財産関係 

普通財産関係では、遊休土地等行政効果を発揮していない資産がある場合には、

処分や有効活用について検討を重ね、早期に適正処分を行います。 

         平成１７年度から実施 

 

推進ｽｹｼﾞｭｰル 

45) ② 土地開発公社関係 

土地開発公社保有地については、１７年度に活用方針を明確化したうえで、買

戻し等を促進します。 

         平成１７年度に方針策定 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
 

46) 福祉における自立支援の推進 

雇用状況の悪化や経済的に自立困難な高齢者世帯等の増加などにより、生活保

護世帯の増加傾向は年々著しくなっています。福祉分野における自立支援策の強

化等を進めるため、自立支援プログラム等の策定に取り組みます。 

         平成１７年度に方針策定 推進ｽｹｼﾞｭｰル 
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                                            Ⅷ 計画の進行管理 

 

 

１ 計画の着実な推進と見直し 

  

「行財政改革推進計画」では、現在の極めて厳しい財政状況や将来の財源確保の見通

しなどを踏まえ、スリムで合理的な行政体制の実現、さらには財政の健全化を目指し、

改革に向けた基本的な考え方や今後５年間に取り組むべき具体的な方策を掲げています。 

しかしながら、三位一体改革に基づく国庫補助負担金の改革やそれに伴う税源移譲、

地方交付税制度の見直しにより、地方財政制度は予想を超えたスピードと規模で改革が

進められており、今後の財源確保の見通しは一層不透明さを増しています。 

そのため、本計画に掲げた取り組み項目の着実な推進はもとより、できる限り前倒し

で実施するとともに、社会経済情勢の動向を踏まえ、毎年度、計画の見直しを行います。 

 

２ 具体的手法 

Ⅷ 計画の進行管理 

  

（１）内部体制について 

「塩竈市行財政改善推進本部」を計画の推進主体として定期的に開催し、進行管理

を行っていくとともに、全庁一丸となって計画の着実な推進や見直しに取り組みます。 

また、改革の取り組みを行政評価と連携させ、成果の的確な検証を行います。 

 

（２）外部体制について 

計画の進捗状況について、市民等で構成する塩竈再生委員会に報告するとともに、

委員会からの多様な意見・提言等をいただきます。 

 

（３）市民への説明 

計画の推進状況やその効果等については、毎年度、取組項目内容、成果、所属部課

名等を、広報紙やホームページなどを通じて広くお知らせし、市民からの意見・提言

を募り、適宜、今後の取組に反映させていきます。 
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                                             Ⅸ 個別行動計画 
 

 Ⅸ 個別行動計画 
 

 集中改革期間（16・17・18年度）において、重点的に取り組むべき項目を掲げ、集中的
な改革を推進する。（全 35項目） 
 

  ＜重点化の視点＞   １．内部改革の推進 

             ２．財源確保対策の推進 

             ３．経営健全化対策の推進 

             ４．市民参加、市民協働の推進  

 

                         ※ 集中改革期間の重点取組項目 

○ 公平で透明性の高い行政運営の推進 

１）審議会等の公開の推進              総務部 政策課 

２）政策的・効果的な広報の推進           総務部 政策課 

①予算編成等の情報提供の充実         総務部 財政課 

②監査結果等の市民公表の推進         監査事務局 

③実施計画等の情報提供の充実         総務部 政策課 

④事務事業コストの情報提供の充実       総務部 政策課 

３）入札・契約制度等の見直し            総務部 財政課 

４）市民出前講座開催の推進             教育委員会 生涯学習課 

 

○ 開かれた行政の実現 

５）パブリックコメント（意見提出手続）の導入    総務部 政策課 

６）新たな提案制度の創設（電子会議室の開設）    総務部 政策課 

７）要望・意見等の対応情報の有効利用        総務部 政策課、各 部 

８）審議会委員等の公募制の推進           総務部 政策課、各 部 

９）審議会委員等への女性の登用推進         総務部 政策課、各 部 

１０）市民満足度の把握のシステム化          総務部 政策課 

 

○ 市民との協働による市政の推進 

１１）市民活動を支援するための環境づくり       市民生活部 市民課 

１２）市民団体等の自立的運営の推進          各 部 

１３）職員の地域活動の促進              総務部 総務課、各 部 

１４）市民参加型ミニ公募債の発行           総務部 財政課 
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○ 市民サービスの利便性・質的向上 

１５）窓口接遇サービスの向上             総務部 総務課 

１６）窓口ワンストップサービスの推進         各 部 

１７）フロアマネージャーの配置の推進         市民生活部 市民課 

１８）１００円バスの運行の充実            市民生活部 市民課 

 

○ 市民サービス提供のあり方の見直し 

１９）保育サービスの効果的・効率的な提供       健康福祉部 社会福祉事務所 

２０）学校給食調理方式の再構築            教育委員会 総務課 

２１）清掃業務の効率的運営              市民生活部 環境課 

２２）公の施設運営の見直し              総務部 政策課、各 部  

 

○ IT を活用した市民サービスの向上 

２３）申請・届出等手続きの電子化の推進        総務部 政策課、各 部 

２４）各種証明の自動交付機の普及促進         市民生活部 市民課 

 

○ 職員の意識改革・職場の活性化 

２５）年間行動計画の作成・実施            総務部 政策課、各 部 

２６）トワイライト・ミーティングの実施        総務部 政策課、各 部 

２７）行政評価システムの推進             総務部 政策課、各 部  

２８）身近な事務改善運動の推進            総務部 政策課、各 部 

２９）人事管理制度の改革               総務部 総務課 

 

○ 人材育成の推進及び給与の適正化等 

３０）職員人材育成の推進               総務部 総務課 

３１）給与制度の適正化                総務部 総務課 

①昇給停止年齢の設定             総務部 総務課 

②特殊勤務手当の適正化            総務部 総務課 

③退職時特別昇給の適正化           総務部 総務課 

④給料の調整額の適正化            総務部 総務課 

⑤給与支給事務の簡素化            総務部 総務課 

３２）時間外勤務の縮減取り組みの推進         総務部 総務課 

  

○ 職員数の適正化 

３３）職員数の適正化                 総務部 政策課、各 部 

31 



                                             Ⅸ 個別行動計画 
 

○ 組織体制の見直し 

３４）組織機構の見直し                総務部 政策課 

①部長の権限強化               総務部 政策課、各 部 

②グループ制導入の取り組み          総務部 政策課、各 部 

３５）時差出勤制度の導入               総務部 総務課 

     

○ 事務事業の簡素・効率化の推進 

３６）儀礼的な庁内制度の見直し            総務部 総務課 

３７）電子化による事務コストの削減          総務部 政策課、各 部 

 

○ 広域行政による効率的な行政運営の促進 

３８）事務処理広域化の推進              総務部 政策課、各 部 

     

○ 財政健全化の推進 

３９）予算編成手法の新たな仕組みづくり        総務部 財政課 

４０）市税等の自主財源の確保             総務部 政策課、各 部 

４１）市民サービスにおける受益者負担の適正化     総務部 政策課、各 部 

４２）特別会計の経営健全化             

①交通事業特別会計              市民生活部 浦戸交通課 

②魚市場事業特別会計             産業部 水産課 

③公共駐車場事業特別会計           産業部 商工観光課 

４３）病院事業会計の経営健全化            市立病院 業務課 

４４）補助金の適正化                 総務部 政策課、各 部 

４５）用地の取得及び処理の適正化            

    ①普通財産関係                総務部 財政課 

    ②土地開発公社関係              総務部 政策課 

４６）福祉における自立支援の推進           健康福祉部 社会福祉事務所 
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ｋ 

 

Ⅹ 集中改革期間の重点取組項目 

 集中改革期間（16・17・18年度）において、重点的に取り組むべき項目を掲げ、集中的
な改革を推進する。（全 35項目） 
 

  ＜重点化の視点＞   １．内部改革の推進 

             ２．財源確保対策の推進 

             ３．経営健全化対策の推進 

             ４．市民参加、市民協働の推進  

 

  ＜重点取組項目＞ 

２）政策的・効果的な広報の推進 

① 予算編成等の情報提供の充実   ② 監査結果等の市民公表の推進 

③ 実施計画等の情報提供の充実   ④ 事務事業コストの情報提供の充実 

１０）市民満足度の把握のシステム化 

１１）市民活動を支援するための環境づくり 

１３）職員の地域活動の促進 

１５）窓口接遇サービスの向上 

１８）１００円バスの運行の充実 

２０）学校給食調理方式の再構築 

２１）清掃業務の効率的運営 

２２）公の施設運営の見直し 

２４）各種証明の自動交付機の普及推進 

  ２５）年間行動計画の作成・実施 

  ２７）行政評価システムの推進 

  ３０）職員人材育成の推進 

   ３１）給与制度の適正化 

       ① 昇給停止年齢の設定       ② 特殊勤務手当の適正化 

       ③ 退職時特別昇給の適正化     ④ 給料の調整額の適正化 

  ３３）職員数の適正化 

３４）組織機構の見直し      

       ① 部長の権限強化         ② グループ制導入の取り組み 

 ３８）事務処理広域化の推進 

３９）予算編成手法の新たな仕組みづくり 

４０）市税等の自主財源の確保 

４１）市民サービスにおける受益者負担の適正化 

４２）特別会計の経営健全化 

       ① 交通事業特別会計        ② 魚市場事業特別会計 

       ③ 駐車場事業特別会計 

43) 病院事業会計の経営健全化 

44) 補助金の適正化 
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