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Ⅰ 改革の必要性 

２１世紀を迎え，我が国は，長引く景気低迷や少子・高齢化の進行，厳

しい財政状況など多くの課題に直面しており，これまで我が国の急速な近

代化と経済発展に大きく寄与してきた中央集権体制の中で構築された諸制

度が，制度疲労に陥りうまく機能しなくなってきている状況にある。 

  この中央集権型システムは，人，権限，財源，そして情報を中央に過度

に集中させ，地方へは過疎化をもたらし地域社会の活力を失わせることと

なっていることから，地域の産業，行政，文化を支える人材を地方で育て，

再び地域社会に活力を取り戻すために，住民に身近な市町村が中心になっ

て，住民の負担と選択に基づき地域にふさわしい公共サービスを提供する

分権型システムへ転換していく必要がある。 

  また，これまで行政が主として提供してきた公共サービスについても, 

経営資源の制約等により質的にも量的にも限界にきており，行政と地域の

住民団体や企業等の多様な主体が協働して公共サービスを提供する多元的

な仕組みの構築が課題となっている。 

これからの自治体は，住民と情報を共有しつつ地域のさまざまな力を結

集し，「新しい公共空間」を形成するための戦略本部となり，行政自らが

担う役割を重点化していくことが求められている。 

    平成１７年７月１日に旧末吉町，旧大隅町及び旧財部町が，合併し誕生

した『曽於市』の財政は，収支のバランスを調整する財政調整基金が枯渇

するなど極めて厳しい状況に直面しており，将来にわたって市民に必要な

行政サービスを安定的に提供するために，一刻も早く市財政を建て直し，

地方分権の時代にふさわしい行政体制と持続可能な行財政構造の構築が急

務となっている。 

 



 

 - 2 - 

Ⅱ 改革の目指すべき目標 

      本市の将来像である『豊かな自然の中で生命の鼓動を感じるまち』の実

現に向けて，次のような市政を展開していきます。  

 

① 「自己決定，自己責任」の原則の下に，市民の意向を十分に踏まえ

るとともに，市民が積極的に参画する市政 

 

②  農村社会に生きづく歴史や伝統，文化を大事にしながら，活力に満

ちた地域社会を創造する市政 

 

③  食料供給基地の拠点としての役割を果たしながら，地域産業が更に

発展する市政 

 

④  市民がこのまちに生まれ暮らしてみて本当によかったと実感でき

るようなまちづくりを積極的に進める市政 

 

Ⅲ 改革の重点事項 

１ 持続可能な行財政構造の構築 

（１）  国・地方の財政状況 

国・地方の財政は，平成１６年度末で約 7４０兆円の巨額の債務

を抱え危機的状況にあり国の財政再建が急務となっており，このた

めには併せて地方の構造改革を進める必要があるため地方財政全般

にわたり歳出の抑制を引き続き実施してきている。 

また,地方財政も平成１６年度末で約２０４兆円の多額の債務を

抱え危機的状況にあり厳しい財政運営を強いられている。 
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（２）  本市の財政状況 

本市の財政は，バブル経済の崩壊以降，長引く景気低迷に伴い税

収等が伸び悩む中，遅れている社会資本の整備や国の景気対策に呼

応して公共事業等を積極的に実施したことなどにより，起債残高が

増嵩しこれに伴い公債費負担が増加することとなった。 

また，平成１２年度をピークに地方交付税等が大幅に削減されて

きたことなどにより財政悪化の一途をたどり，このままの状況でい

けば，平成１８年度末には，収支のバランスを調整する財政調整基

金が枯渇するなど極めて厳しい状況に直面している。     

     なお，国において，平成１８年度までは自治体の安定的な財政運

営に必要な地方交付税，地方税などの一般財源の総額は確保された

ところであるが，平成１９年度以降について不透明であることや，

今後，更なる地方交付税の削減も予想されることから，国の動向を

十分見極めながら財政再建に取り組む。 

 

（３）  本市の１０年後のあるべき歳出構造 

新市まちづくり計画の中の財政計画（平成１７～２７年度）で示

されている本市の１０年後のあるべき歳出構造は，次表のとおりと

なっており，これを実現するためには，歳出の大胆な見直しが必要

となっている。 

特に，人件費を含む義務的経費（扶助費・公債費）の大幅な削減

や公共事業等の抑制が財政再建のポイントであり，確固たる持続可

能な行財政構造を構築するために，この計画をベースとして，現在

進められている国の改革等を踏まえた財政健全化計画を策定する。 
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新市まちづくり計画（財政計画） 

≪平成１７年度≫                   ≪概ね 10 年後≫ 

 

 

 

 

 

   

＊ 平成１７年度は旧３町当初予算（一般会計の歳出予算）の合算額 

 

２ 地方分権時代にふさわしい行政体制の構築 

  （１）  職員の大量退職に対応できる行政体制の構築 

     現在５７歳から５９歳のいわゆる「団塊の世代」の職員の大量

退職が始まることから，民間委託等を積極的に進めることにより，

職員数を大幅に削減しても，公共サービスを安定的に実施できる

体制を構築する。 

 

（２）  職員の能力を最大限引き出しうる人事管理と人材育成 

限られた経営資源（予算・職員）で多様かつ高度な住民ニーズ

に的確に対応していくためには，より機動的かつ簡素で効率的な

組織が求められるとともに，この担い手である職員の能力を 大

限引き出しうる人事管理と人材育成に努める。 

 

  （３）  行政の透明性の確保と市民への説明責任 

     これからの分権型社会においては，行政に対する市民の受益と

今後の方向性 
百万円 

圧縮 △１，２４２ 
圧縮 △  ７５２ 
圧縮 △  ４１３ 
圧縮 △  １５２ 
圧縮 △１，３６３ 
圧縮 △１，０５７ 
 

＋ ３６７ 
圧縮  △４，６１２ 

歳出項目 予算額 
 
人件費 

百万円 
４,１９２ 

物件費 ２,６１２ 
扶助費 ２,６１２ 
補助費等 １,８２７ 
公債費 ３,７４１ 
普通建設

事業費 
３,５０５ 

その他 ２,３１９ 
歳出合計 ２０,８０８ 

歳出項目 予算額 
 
人件費 

百万円 
２,９５０ 

物件費 １,８６０ 
扶助費 ２,１９９ 
補助費等 １,６７５ 
公債費 ２,３７８ 
普通建設

事業費 
２,４４８ 

その他 ２,６８６ 
歳出合計 １６,１９６ 
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負担の関係を明確にしていくことが必要であり，行政活動の過程

や成果，課題について積極的に説明責任を果たしながら市民と認

識を共有することが重要であることから，パブリックコメント制

度や行政評価制度を導入し行政の透明性を確保する。 

 

（４）  地域協働 （「新しい公共空間」の形成） 

     これからの自治体運営を持続可能にしていくためには，もはや

公共サービスを行政のみで担うという考え方から脱し，地域の

様々な主体が自治体と協働して，その地域にふさわしい公共サー

ビスが提供されるという公共空間（＝「新しい公共空間」）を形成

し，地域の運営にあたることが重要であることから，積極的に地

域協働に取り組む。 

 

Ⅳ 行財政改革への取組 

 １ 取組の考え方 

この行政改革大綱は，行財政改革の取組の大きな方向性を定めるもの

であり，具体的な取組の内容は，大綱の趣旨を踏まえアクションプラン

として「集中改革プラン」を策定する。 

取組に当たっては，スピード感あふれる行財政改革への取組が重要で

あることから，このプランに掲げるものから直ちに取り組む。 

 

 ２ 持続可能な行財政構造の構築に向けた取組 

  （１）  定員管理及び給与の適正化 

職員を計画的に削減し人件費を圧縮することが財政再建のポイ

ントであり,これから団塊の世代の職員の大量退職を迎えることか
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ら，策定する「定員適正化計画」の中で数値目標を掲げ，計画的な

職員数の抑制に取り組む。 

また，市民の納得と支持が得られるような給与制度・運用・水準 

    の適正化に取り組む。 

 

（２）  事務事業の見直し 

全ての事務事業について総点検を実施し，事務事業の再編・整

理，廃止・統合等の見直しを計画的に行い，事務事業の効率化・

合理化に努め，市民の必要とする行政サービスを提供するととも

に透明性・公平性の確保を図る。 

 

（３）  民間委託等の推進 

「民間にできることは民間に」の考え方の下，行政と民間の役

割分担を明確にしながら，民間委託等を積極的に進める。 

また，公の施設の管理運営については，民間事業者等の事業機

会の拡大や雇用の創出の観点から，指定管理者制度の積極的な活

用に努める。  

 

（４）  地方公営企業・土地開発公社の経営健全化 

    地方公営企業（水道事業）経営の総点検を実施し,公の施設の指

定管理者制度，民間委託等の民間的経営手法を導入しながら経営

改善に取り組む。 

また,土地開発公社が所有している土地の売却に努める。 
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３ 地方分権時代にふさわしい行政体制の構築に向けた取組 

（１）  組織機構の再編・整備 

現行の組織機構は，総合支所方式を基本とし一部の本庁機能が

分散されていることから,策定する「定員適正化計画」を踏まえ，

本庁（本庁機能を有する部署）へ事務の集約化と職員の集約を図

りながら組織機構を計画的に再編するとともに，新たな課題や住

民ニーズに迅速かつ的確な対応を可能とする組織機構を構築する。 

 

（２）  行政評価制度の導入 

     行政の施策，事務事業の成果などを客観的基準に基づいて把握

し,不断に見直す仕組みを通じて，継続的に施策,事務事業を改善

し，成果達成に有効な施策などに重点的かつ効果的に経営資源（ヒ

ト,モノ，カネ）を配分することに資するとともに,市民に対して

説明責任を果たし，透明性の高い行政を実現するために事務事

業・施策・政策の各段階において，自己評価を行うとともに第三

者による行政評価制度を導入する。 

 

（３）  パブリックコメント制度の導入 

     市の政策決定の形成過程において，広く市民からの意見や情報

等を収集することにより，行政の運営の透明性の向上を図り，市

民参画型の公平公正で市民に開かれた市政を実現していく一つの

手法としてパブリックコメント制度を導入する。 

 

（４）  電子自治体の推進 

     情報セキュリティの確保に十分留意しながら,行政手続きのオ
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ンライン化，協働アウトソーシング，住基ネットワークシステム,

総合行政ネットワークシステム等の利活用を積極的に図りながら，

住民サービスの向上と業務改革を進める。 

 

（５）  地域協働の推進 

     急激な少子高齢化の進行や人口減少により,地域社会の活力が

衰退していくことが懸念されることから,行政と地域の住民団体

や企業等の多様な主体が協働して公共サービスを担う仕組みの構

築に努める。 

 

４ 歳出削減の主な取組 

①  人件費 

人件費は，職員数と給与水準により決定されることから，その削

減については，職員の縮減と給与制度の見直しの両面から取り組む。 

このため，合併後１０年間を目途に，現在の職員数を概ね１４０

人程度削減するとともに，次のような取組を進める。 

 

ア 鹿児島県市町村退職手当組合の勧奨制度の積極的な活用 

 

イ 国の公務員制度改革の動向を踏まえ，職員の能力や成果を任

用や給与に適切に反映する仕組みづくりなど，職員の意欲や能

力を 大限引き出す工夫 

 

ウ 市政を担う有能な人材の育成と活力ある組織を維持するため

の必要 小限の新規採用職員の確保 
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②  公債費 

バブル経済の崩壊以降，国の経済対策に呼応した公共事業の積極

的な推進や地方交付税から赤字地方債への振替に伴う起債残高の増

加により，公債費は，近年急速に増加してきており，今後，合併特

例債の活用が予定されていることから，新規の起債を抑制し将来的

には起債総額が増加しないよう管理する方向で取り組む。 

 

③  普通建設事業費等 

将来に渡って持続可能な財政構造の構築のためには，起債残高及

び公債費が増加しないよう管理する必要があり，そのためには新規

に発行する起債（合併特例債・過疎債等）の抑制という観点から普

通建設事業費全体の水準を見直す。 

  

５  歳入確保の取組 

 歳出削減の取り組みと併せて，自主財源の確保と税負担の公平性の観 

点から歳入確保に向けた取り組みも重要である。 

このようなことから，地方税・国民健康保険税・介護保険料・住宅

使用料・水道料において，平成１６年度末現在約３億４千万円にもの

ぼる多額の収入未済額が生じていることから，この回収に積極的に努

める。 

また，受益者負担の適正化を図る観点から，使用料・手数料の見直し 

や未利用地の売却を進める。 

 

 

 



 

 - 10 - 

Ⅴ 行財政改革の推進 

  １  行財政改革への早急な取組 

 民間の学識経験者等で構成する『行政改革推進委員会』の審議内容や

答申を十分踏まえ，大綱の実現に向けて市長が強力なリーダーシップを

発揮し，危機意識と改革意欲を職員と共有しつつ行財政改革に早急に取

り組むことが不可欠である。 

 また，庁内に設置されている助役を本部長とする関係部課長で構成す

る「行政改革推進本部」及びこれを担当する「行政改革推進室」を中心

に，職員一丸となって行財政改革に取り組む。 

 

 ２  集中改革プランの策定 

   行政改革大綱の趣旨に基づき具体的な取組を集中的に実施するため，

平成１７年度を起点とし，おおむね平成２1 年度までの具体的な取組を

市民にわかりやすく明示する「集中改革プラン」を策定し公表する。 

なお，策定した計画については，計画策定（Pｌan）→実施（Do）→

検証（Check）→見直し（Action）のサイクル（「ＰＤＣＡサイクル」）

に基づき，不断の点検を行い見直すものとする。 

 

３  職員の意識改革 

 厳しい財政や地域経済の状況等を背景に，自治体の行政改革の進捗状

況に対する地域住民の視線は厳しく，行政に携わる者は，住民の貴い負

担により給与を得ているということを改めて肝に銘じる必要がある。 

この行財政改革を着実に推進するためには，その担い手である職員一

人ひとりが改革の必要性や内容について十分に理解し，主体的に取り組

むことが何より重要である。 
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職員は，地方自治運営の効率化の基本原則である「 少の経費で 大

の効果を挙げる」ことを再認識し，より効率的な業務の執行と経費の節

減に努める。 

 

４  市民の理解と協力 

行財政改革の取組により市民生活へも少なからぬ影響が生じること

から，市財政の姿，行財政改革の必要性や取り組み状況について市民に

対し十分に説明し理解を求める。 

 

５  市議会の理解と協力 

行財政改革の取組に当たっては，市議会の論議や意見を十分に踏まえ

るとともに，その理解と協力を得ながら推進する。 

 




