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第１章 新生旭市の創造に向けて 

 

第１節 計画策定の趣旨 

 
本市は、平成１７年７月１日、旭市、海上郡海上町、海上郡飯岡町及び香取郡干潟

町の市町村合併により誕生しました。 

この合併は、近年の社会経済情勢の変化の下で、地方分権の進展や少子・高齢化へ

の対応、財政状況の悪化などの共通の課題を持つ１市３町が、行財政の効率化や行政

能力の向上への早急な対応が求められるなかで、その究極の解決策として行われたも

のであると捉えることができます。 

この合併により、首長・助役などの特別職の公務員や議会議員の数は大きく減少し

ましたが、これのみをもって合併の目的を果たしたとは、到底言うことはできません。 

地域の特性や個性を生かしたまちづくりや、地域の実情に応じた住民の暮らしづく

りを、自主的・自立的に、さらに広く担っていくためには、それにふさわしい行政組

織や財政基盤を確立していく必要があります。 

そのためには、組織等のスリム化や事務事業の効率化を進めるとともに、財政基盤

を強化し、また、市民との協働を一層進めるなど、行政の改革に速やかに着手して、

これを強力に推進していかなければなりません。 

こうしたことから、本市の行財政運営全般にわたる総点検を行って、抜本的な改革

を実施することとし、今後の概ね５年間にわたって計画的にこれを推進していくため、

旭市行政改革アクションプランを策定して、行財政運営の指針とするものです。 
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第２節 行政改革を必要とする背景 

 

１ 本市の財政状況 

市の歳入の中では、地方交付税が最も大きな割合を占めていますが、その額は平

成１２年度をピークに減少傾向にあり、今後も、国が進める三位一体改革等により

一層削減されることが見込まれます。 

また、地方交付税に次ぐ大きな財源である市税収入についても、少子高齢化や人

口減少傾向の中で、急激な増加を期待することはできません。 

一方、歳出については、扶助費（社会保障制度の一環として生活困窮者・障害者

等に対してその生活を維持するために支出する経費）や公債費（借入金の元利償還

に要する経費）などの義務的経費（支出が義務づけられており任意に削減すること

のできない経費）が増加してきており、いわゆる「財政の硬直化」が進んでいます。 

また、年度間の財政の不均衡を調整するための財政調整基金についても、平成７

年度末にはおよそ２３億円（１市３町の合計額）が積み立てられていましたが、平

成１７年度末には１１億円程度にまで減少する見込みです。 

さらに、合併後の市町村に認められる特別の財政措置である「普通交付税の算定

の特例｣、「合併に関する特別交付税措置」、「合併市町村補助金」、「合併市町村交付

金」等についても、それぞれ定められた期間が経過すれば、これらの措置の適用を

受けることができなくなります。 

以上のように、このままでは本市の財政状況は一層厳しくなることが見込まれま

す。 

財政構造の改革は一朝一夕にできるものではありませんから、この改革に早期に

着手し、着実に実行していかなければ、必要な住民サービスを将来にわたって提供

していくことができなくなると考えられます。 

 

 

２ 合併協議会における協議 

平成１５年６月からの２１回に及ぶ合併協議会における協議においては、協定項

目として、「新市において職員の定員適正化計画を策定すること」、「簡素で効率的

な組織・機構を整備すること」が定められるなど、行政改革の視点に立った協議が

なされています。 

合併協議会が作成した新市建設計画においても、｢行財政運営の方針｣として、「新

市において行財政改革大綱を策定し、効率的で簡素な事務組織体系をもって、きめ

の細かい行政運営を行っていくとともに、中長期的な見通しのもと自主財源の確保

に努めます」と定められています。 

また、平成１６年１１月の第１８回合併協議会においては、１市３町の正副議長
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会から、新市において行財政改革にしっかり取り組むようにとの要望がなされまし

た。 

さらに、平成１７年６月の第２１回合併協議会においては、「今回の合併の大き

な目的の一つである行財政改革に、新市の執行部が一丸となって強力に取り組んで

いくこと」を、合併協議会の名において新市の執行部へ申し送ることとされていま

す。 

 

 

３ 合併前の市町における行政改革の取組み 

合併前の１市３町においても、次のとおり、行政改革を推進してきました。 

新市における行政改革は、これらの旧市町における行政改革の成果と課題を踏ま

えて取り組んでいくこととなります。 

 
〔旭市〕 

平成８年３月、「旭市行政改革大綱」を策定。平成１１年２月の改訂を経て、平

成１３年２月には、「旭市新行政改革大綱」を策定し、「事務事業の見直し」、「健全

な財政運営の維持」、「組織・機構の見直し」、「定員管理及び給与の適正化の推進」、

「意識改革と活力ある職場づくり」、「行政の情報化の推進等」、「公正の確保と透明

性の向上」、｢窓口等行政サービスの向上｣、｢議会の組織・運営の合理化｣を行政改

革事項として、実施計画を策定し推進しました。 

 
〔海上町〕 

平成８年８月、「海上町行政改革大綱」を策定。平成１１年１１月には、「海上町

行政改革大綱（改訂版）」を策定し、「事務事業の見直し」、「財政構造の体質強化」、

「時代に即応した組織・機構の見直し」、「定員管理及び給与の適正化の推進」、｢効

果的な行政運営と職員の能力開発等の推進｣、「行政の情報化の推進等による行政サ

ービスの向上」、「公正の確保と透明性の向上」を行政改革の重点事項として計画的

推進を図りました。 

 
〔飯岡町〕 

平成８年８月、「飯岡町行政改革大綱」を策定。平成１２年５月には、「飯岡町行

政改革大綱（第２次）」を策定し、「新しい行政システムの構築」を念頭に、「事務

事業の見直し」、「組織・機構の再編・整備」、「定員管理及び給与の適正化の推進」、

｢職員の能力開発等の推進｣、「行政の情報化の推進」、「住民サービスの向上」を重

点施策として推進しました。 

 
〔干潟町〕 

平成８年３月、｢干潟町行政改革大綱｣を策定。平成１４年３月には、同大綱の改
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訂を行い、「事務事業の見直し」、「健全で効果的な財政運営の維持」、「時代に即応

した組織・機構の見直し」、｢定員管理及び給与の適正化の推進｣、｢意識改革と職員

資質の向上｣、｢行政の情報化の推進｣、｢公正の確保と透明性の向上｣、「窓口業務の

充実と行政サービスの向上」の改革に取り組みました。 

 
 

第３節 基本方針 

 
 この計画は、合併により旭市が誕生して初めての行政改革に関する計画となります。 

本計画においては、今回の合併の目的を踏まえ、また、合併に託された市民の期待

に応えるとともに、旭市の豊かな資源や環境を生かしながら、行政と旭市の市民とが

手を携えて「日本一住みよいまち」を創造していくための基盤をつくることを目的と

して、次の３つのテーマを中心として推進していくこととします。 
 

１ 市民が親しみやすく、効率的で簡素な行政基盤 

２ 健全で持続可能な財政基盤 

３ 市民との協働によるまちづくり 
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（行政改革推進項目体系） 
 

 市民が親しみやすく、効率的で簡素な行政基盤  

 組織・機構の見直し  

 定員管理の適正化 

  定員適正化計画に基づく定員管理 

  多様な任用制度の導入の検討 

  臨時職員等の見直し 

 職員給与の適正化 

  給与の適正化 

  給与等の状況の公表 

  福利厚生事業 

 市民に親しみやすい市役所づくり 

  職員の人材育成、本庁・支所間相互の人事異動等 

  来庁者にわかりやすく、親しみやすい市役所庁舎 

 事務事業の再編・整理、廃止・統合及び民間委託等の推進 

  事務事業の再編・整理、廃止・統合 

  民間委託等の推進 

  指定管理者制度の導入 

  民間委託の推進 

 電子自治体の推進 

 第三セクター等の経営健全化等 

 

 健全で持続可能な財政基盤  

 歳入の確保に向けた取組み 

 歳出の抑制に向けた取組み 

 公営企業の経営基盤の強化 

  病院事業（総合病院国保旭中央病院） 

  水道事業 

  公共下水道事業 

  農業集落排水事業 

  国民宿舎事業（飯岡荘） 

 市民にわかりやすい予算等の公表 

 

 市民との協働によるまちづくり  

 市政への市民参画 

 地域協働の推進（新しい公共空間の形成） 

開かれた議会の実現 
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第４節 計画の推進期間 

 
本計画の推進期間は、原則として平成１７年度から平成２１年度までの５年間とし

て、集中的に改革を行います。 

 
 

第５節 行政改革の推進体制 

 

１ 庁内体制 

市長を本部長、助役を副本部長とする「旭市行政改革推進本部」を中心として、

市長のリーダーシップのもとで、行政委員会・地方公営企業等を含めた全庁的な行

政改革の取組みを推進していくこととします。 

 
２ 市民の意見等の反映 

市民の代表者等で構成する旭市行政改革推進委員会により、市民の視点からの提

言を受けながら、行政改革を推進していくこととします。 

また、ホームページや広報等を通じて、市民にわかりやすい形で公表するよう努

めます。 

 
３ 計画の進行管理 

計画の推進に当たっては、毎年度、計画策定（Plan）→実施（Do）→検証（Check）

→見直し（Action）のサイクルに基づき、絶えず点検を行います。 

また、その状況について、行政改革推進委員会に報告し、その提言を踏まえて必

要な見直しを行うとともに、市議会や市民にも公表します。 
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第２章 行政改革の具体的な推進項目 

 

第１節 市民が親しみやすく、効率的で簡素な行政基盤 

 

「近年の社会経済情勢の変化の下で、地方分権の進展や少子・高齢化への対応、財

政状況の悪化などの現状と課題に対応する」という市町村合併の目的を踏まえれば、

必要な住民サービスを将来にわたって安定して提供していくために、行政組織・機構

のスリム化を強力に進め、効率的で簡素な行政基盤を確立していかなければなりませ

ん。 

また、合併により市の中心部と周辺部で地域格差が生じるのではないか、住民の意

見が反映されにくくなるのではないかという市民の懸念に対応するためには、今まで

以上に市民が親しみやすい市役所をつくり上げていくことも重要です。 

 

１ 組織・機構の見直し 

市役所の組織・機構は、本庁については合併前の旭市の組織・機構をベースとし、

旧３町の役場をそれぞれ支所として活用しています。 

この組織・機構は、合併協議を通じて構築されたものですが、合併後、一定の期

間が経過した後には、市民の声に改めて耳を傾け、このシステムが、市民にわかり

やすく、合併後の新市の行政組織として真にふさわしいかどうかを見極めながら、

見直しを行うこととします。 

さらに、定員の適正化に伴い、限られた人員を効率的に配置し、行政需要の変化

等への迅速かつ的確な対応ができるよう、絶えず必要な見直しを行い、組織・機構

の再編成に努めていきます。 

また、当面は、合併前の旧町役場に比べて人員が縮小され空きスペースが生じて

いる支所庁舎の有効活用等の観点から、市役所の組織の再配置を行います。 

 

１７ １８ １９ ２０ ２１ 
取組事項 内    容 所管課 

年度 年度 年度 年度 年度 

 

 

 

組織・機構
の再編 

 新市の行政組織としてふさわしく、
効率的な組織・機構となるよう、見直
しを行い、再編を進めます。 

     総務課 

組織の再配
置 

 支所庁舎の有効活用等のため、組織
（事務室）の再配置を行います。 

検討 一部
実施

   総務課 

検討・順次実施

検討・順次実施 
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２ 定員管理の適正化 

⑴ 定員適正化計画に基づく定員管理 

職員の定員については、合併前の１市３町においても適正化（職員数の縮減）に

努めてきており、平成１１年度当初に９１６人であった職員数は、合併前の平成

１７年度当初には８５１人にまで減少してきています。（６５人、７．１％の減） 

今後も、病院事業関係職員を除く市の職員数については、「定員適正化計画」に

基づき、定員モデルの職員数を目標に定員の適正化を進めます。具体的には、平成

１７年度からの５年間（平成１８年度当初採用分から平成２２年度当初採用分ま

で）は、新規職員の採用を定年退職者数の３分の１程度にとどめ、７．６％の純減

を行います。さらに、定年前の勧奨退職制度等も活用しながら、職員数の一層の縮

減を図ります。 

市の職員数の見込み（病院事業関係職員数を除く）      （単位：人） 

    年度 
17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 計 

区分 

職員数 851  848 839 824 803  786  ― 

前年比  △ 3 △ 9 △ 15 △ 21  △ 17  △ 65 

※ 勧奨退職制度等による職員数の縮減は含んでいない。 

なお、病院事業（総合病院国保旭中央病院）については、千葉県東部及び茨城県

鹿島地区を含む約１００万人を診療圏とする地域の中核病院としての役割を担っ

ており、①救命救急センターの受診数が救急車搬送数とともに年々増加傾向にある

こと、②地域医療の確保のため２４時間の対応を求められ、医師・看護師及び医療

に携わる者の業務が年々過酷になっていること等を踏まえ、より安全で適切な医療

を達成し、患者に対して手厚い看護体制の医療サービスを提供するため、必要な人

員の確保に努めることとします。 

病院事業関係職員数の見込み          （単位：人） 

    年度 
17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 計 

区分 

職員数 1,684  1,702 1,718 1,730 1,736  1,743  ― 

前年比  18 16 12 6  7  59 

医師 149  154 159 164 169  175  ― 

前年比   5 5 5 5  6  26 

看護師 722  737 752 767 782  797  ― 

前年比  15 15 15 15  15  75 

医療技術職 256  256 256 255 254  253  ― 

前年比  △ 1 △ 1  △ 1  △ 3 

事務職・その他 557  555 551 544 531  518  ― 

内 
 
 
 
 
 
 

訳 

前年比  △ 2 △ 4 △ 7 △ 13  △ 13  △ 39 

※ 診療科の新設や増床を行う場合には、改めて見直しを行います。 
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１７ １８ １９ ２０ ２１ 
取組事項 内    容 所管課 

年度 年度 年度 年度 年度 

定員適正化
計画に基づ
く定員管理 

 平成１７年度に定員適正化計画を策
定し、毎年度定年退職者数の３分の１
程度を採用することにより、数値目標
を掲げ、平成１８年度から実施します。

総務課 策定 実施

 

⑵ 多様な任用制度の導入の検討 

多様化する行政需要に対応するため、専門的な知識経験を有する者を、任期を定

めて採用できる任期付職員制度の導入について検討していきます。 

また、定年退職した職員等を任期を定めて採用していく制度の活用についても検

討していきます。 

 

取組事項 内    容 
１７ １８ １９ ２０ ２１ 

年度 年度 年度 年度 年度 
所管課 

任期付職員
制度の導入 

 民間経験者等専門的な知識経験を有
する者を対象とした任期付職員採用制
度の導入を検討していきます。 

   実施 総務課 調査・検討

再任用制度
の活用 

 定年退職した職員等を任期を定めて
採用していく制度の活用を検討してい
きます。 

    総務課 調査・検討

 
⑶ 臨時職員等の見直し 

資格や免許を必要とする専門職や季節的な繁忙期などにおいては、臨時職員等を

活用していきますが、雇用に当たっては、業務内容等について精査したうえで行う

こととし、削減に努めます。 

 

取組事項 内    容 
１７ １８ １９ ２０ ２１ 

年度 年度 年度 年度 年度 
所管課 

臨時職員等
の見直し 

 正規職員の柔軟な配置や民間委託等
により雇用を削減します。 

   総務課 

関係課 

調査・検討・実施 

 

 

３ 職員給与の適正化 

⑴ 給与の適正化 

職員の給与については、国・県等における給与制度の改革と社会経済情勢を考慮

しながら、適正化を図ります。 
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また、限られた人員で効率的な行政運営に取り組むために、勤務実績が的確に給

与に反映できるような仕組みを構築するとともに、管理職手当の定率制等について

も検討しながら見直しを行っていくこととします。 

なお、一般職の職員の特殊勤務手当については、合併時に、行旅死病者の取扱い

に従事する職員の特殊勤務手当と、消防業務に従事する職員の特殊勤務手当を残し

て、他の手当は廃止していますが、今後とも、見直しを行っていきます。 

また、時間外勤務手当については、職員の意識改革、管理職による管理の徹底等

により縮減を図ります。 

１７ １８ １９ ２０ ２１ 
取組事項 内    容 所管課 

年度 年度 年度 年度 年度 

 

⑵ 給与等の状況の公表 

給与等の状況については、広報紙やホームページにより公表を行っていますが、

今後とも、市民が理解しやすいような工夫を講じながら公表していきます。 

 

取組事項 内    容 
１７

年度

１８

年度

１９

年度

２０ 

年度 

２１ 

年度 
所管課 

給与等の公
表 

 定員・給与等の状況を住民等が理解
しやすいような工夫を積極的に講じな
がら公表していきます。 

実施 総務課 

人事行政運
営の公表 

 人事行政運営の状況を住民に公表
し、公正性・透明性を図っていきます。

実施 総務課 

 

⑶ 福利厚生事業 

職員の福利厚生事業については、職場環境の整備を進めながら、市民の理解が得

られるような事業実施を図ることとし、環境整備や事業実施状況について、市民に

公表していくこととします。 

給与の適正
化 

 国・県等における給与制度の改革を
踏まえ、職員の意欲が出る工夫をしな
がら給与の適正化に努めます。 

 総務課 

特殊勤務手
当の見直し 

 真に必要性のある特殊勤務手当の支
給を行うこととし、種類・額について
は、常に見直しを行っていきます。 

 総務課 

時間外勤務
手当の縮減 

 職員の意識改革、管理職による管理
の徹底等により、時間外勤務手当の縮
減を図っていきます。 

周知 実施  総務課 

調査・検討・実施・見直し 

調査・検討・実施・見直し 
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１７ １８ １９ ２０ ２１ 
取組事項 内    容 所管課 

年度 年度 年度 年度 年度 

福利厚生事
業の見直し 

 職員互助会の行う事業内容等につい
て公表するとともに、住民の理解が得
られるよう検討していきます。 

   総務課 調査 検討

 

４ 市民に親しみやすい市役所づくり 

⑴ 職員の人材育成、本庁・支所間相互の人事異動等 

合併によって誕生した本市においては、合併により住民の意見が反映されにくく

なるのではないか、などといった市民の不安を払拭するためにも、限られた人的資

源の中で、市民のニーズを的確に捉え、これを政策として実現し、さらに、これら

の政策等を市民に対して責任をもって説明していくことができなければなりませ

ん。 

そのため、職員の人材育成の推進に努めるとともに、職員一人ひとりのやる気や

意欲を高揚させ、職員の持つ能力を最大限に発揮させるため、職員の能力・意欲・

実績を適正に評価し、努力したことが報われる人事評価制度を導入していきます。 

窓口における対応については、より市民が親しみやすくするため、「親切に」、「丁

寧に」、「わかりやすく」を心がけます。そのためには、職員が共通した認識を持っ

て市民に接することが求められますので、定期的に接遇研修等を実施し、職員の意

識改革を図っていきます。 

また、合併時に、各支所には旧町役場の職員が配置されていましたが、合併後の

新市の一体感の醸成を市役所から進めていくためにも、市役所の本庁・支所間等の

相互の人事異動を積極的に行い、全ての職員が使命感や情報を共有できるようにし

て、市役所組織の一体性の確保を図ります。 

本庁・支所間等の人事異動の実施と並行して、旧市町ごとに取扱いが異なってい

た事務事業について、公平な住民サービスの提供という観点から統一の徹底を図り、

事務事業のマニュアル化を推進します。さらに、旧市町からの懸案事項を確実に新

市の課題として捉え、その解決を図っていくために、職員間の引継ぎを徹底します。 

 

取組事項 内    容 
１７ １８ １９ ２０ ２１ 

年度 年度 年度 年度 年度 
所管課 

人材育成基
本方針の策
定・実施 

職員研修の基本的な方針である人材
育成基本方針を策定し、これに基づく
人材育成を進めます。 

  検討 実施  総務課 

 

新たな人事
評価制度の
構築 

職員の能力・意欲・実績を適正に評
価し、努力したことが報われる人事評
価制度を構築します。 

    検討 総務課 

 

一部実施 
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接遇研修等
の実施 

定期的に接遇研修等を実施し、職員
の意識改革を図ります。 

 実施    総務課 

本庁・支所
間等の相互
の人事異動 

 毎年度当初の定期異動等を通じて、
本庁と支所をはじめとする出先機関と
の人事異動を積極的に行います。 

   検討 実施 総務課 

 

事務事業の
マニュアル
化、引継ぎ
の徹底 

窓口業務をはじめとする定型的な業
務等について、マニュアルを作成し、
事務処理の統一の徹底を図ります。 
 また、職員の異動時等においては、
懸案事項等について的確に後任者に受
継がれるよう引継ぎを徹底します。 

   検討 実施 総務課 

 

 

⑵ 来庁者にわかりやすく、親しみやすい市役所庁舎 

合併前の市役所及び町役場は、市役所本庁及び支所として再編されました。 

市役所本庁については、初めて訪れる市民も戸惑うことのないように、フロアマ

ネージャー（案内係）を設置します。 

また、周辺部が寂れていくのではないかという市民の懸念への対応の一環として、

当面は、空きスペースが生じている支所庁舎（旧町役場庁舎）に、事務室を再配置

するなどの有効活用を行います。 

老朽化が進み、狭隘となっている市役所本庁舎については、新庁舎の建設に向け

て建設計画の策定等を行います。 

 

取組事項 内    容 
１７ １８ １９ ２０ ２１ 

年度 年度 年度 年度 年度 
所管課 

フロアマネ
ージャーの
設置 

市役所を訪れた市民に対して、窓口
案内等を行うフロアマネージャーを設
置し、常時配置します。 

  検討 準備 実施 総務課 

支所庁舎の
有効活用 

 支所庁舎の有効活用等のため、組織
（事務室）の再配置を行います（再掲）。
 また、空きスペースを市民ギャラリ
ーとして市民に開放するなど、有効活
用を図ります。 

   検討 一部
実施

総務課 検討・順次実施 

新庁舎建設
計画の策定
等 

 平成１８年度に(仮称)新庁舎建設計
画策定委員会を設置し、平成２１年度
を目途に新庁舎建設計画を策定しま
す。 
 また、平成１８年度に新庁舎建設の
ための基金を設置し、財政状況を勘案
しつつ、基金の積立てを行っていきま
す。 

     総務課 順次実施 

 

- 12 - 



５ 事務事業の再編・整理、廃止・統合及び民間委託等の推進 

 

本市の経営資源の制約（厳しい財政や職員数の減少）が今後一層厳しくなること

が見込まれる中で、真に必要な行政サービスを安定して継続的に提供していくため

には、現在実施されている全ての事務事業について、今一度、行政が関与する必要

性やその有効性等を検証し、事務事業の再編・整理、廃止・統合や、民間委託の導

入などを行っていく必要があります。 

また、これまで主として市や町が直接提供してきた公共サービスについても、自

治会等の市民団体やＮＰＯ等の多様な主体が提供する多元的な仕組みを整えてい

く必要がありますが、この点については、「第３節 市民との協働によるまちづく

り」で述べることとします。 

 

⑴ 事務事業の再編・整理、廃止・統合 

現に実施されている施策や事務事業の全てについて検証して、その必要性を判

断し、事務事業の整理・統合等を進めます。 

また、事務事業の必要性等の検証を将来にわたって定期的に実施し、必要な事

務事業については有効性(住民満足度)の一層の向上を図るとともに、職員の意識

改革（コスト意識、経営感覚、住民満足度の向上意識）を促すため、行政評価シ

ステムを導入します。 

１７ １８ １９ ２０ ２１ 
取組事項 内    容 所管課 

年度 年度 年度 年度 年度 

行政評価シ
ステムの導
入 

  企画課  市が行っている施策や事務事業につ
いて、数値など客観的な指標を使って
評価し、事務事業等の改善・見直しに
つなげる「行政評価システム」を導入
します。 
 評価の結果等については、積極的に
公表していきます。 

 準備  
試行

総務課 

財政課 

市バス運行
事業の整理 

 合併前の市バスと町バスを引き継い
だため現在３台の市バスを有していま
すが、サービス提供の公平化等の観点
から、台数を順次縮減し、必要な場合
には民間事業者のバスの借り上げに要
する費用の一部を助成する制度に切り
替えていきます。 

 調査

 

検討   総務課 

 

集会所(青
年館等)の
区への譲渡 

 各地区の集会所の多くは区(自治会)
により管理されていますが、現在市が
管理している一部の集会所についても
区への無償譲渡を行い、全ての集会所
を区の管理に移行します。 

説明 譲渡    農水産課 

教育委員会
生涯学習課

本格実施 

順次実施 
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旭市勤労青
少年ホーム
の廃止 

  商工観光課 勤労青少年ホームは、施設の老朽化
が著しく、利用頻度も低下しているこ
とから廃止します。 

検討 廃止  

 

⑵ 民間委託等の推進 

〔指定管理者制度の導入〕 

平成１５年の地方自治法の改正により、「公の施設」(※)の管理委託制度が廃止

され、「指定管理者制度」(※)が創設されています。 

合併前の旧市町においては、指定管理者制度の導入については合併後に検討す

ることとしていたため、この制度は活用されていませんでした。 

しかしながら、指定管理者制度が、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、

住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的として創設

された制度であることに鑑み、今後は、指定管理者による管理を行わせることが

適当と認められる施設には、積極的に同制度を導入していくこととします。 

そのため、平成１７年度中に、指定管理者の指定手続き等に関する条例の制定

などの環境整備を行うとともに、現に地方自治法改正前の管理委託制度による管

理委託が行われている公の施設のうち指定管理者制度に移行することが適当と

認められる施設については、指定管理者の指定を行い、平成１８年度当初から同

制度による管理に移行することとします。 

また、平成１８年度中には、市の設置する全ての公の施設について、その施設

の設置目的や業務の内容、運営の状況等を考慮した上で、指定管理者制度による

消防団組織
の再編 

 現在の消防団組織は合併前の組織を
ベースに編成されていますが、今後、
合併後の新市にふさわしい消防団組織
への再編を検討します。 

調査
検討
協議

  消防本部 

コミュニテ
ィバスの再
編 

コミュニティバスの運行について
は、公共的施設を結ぶ効率的なルート
の調査・検討を行い、再編していきま
す。 

検討 一部
再編

 

  再編 企画課 

各種審議会
等の整理・
統合 

 合併により同種の審議会が複数設置
されている例などについては、整理・
統合を図っていきます。 

検討     関係課 

会計事務の
合理化 

公共料金の口座振替システムの導
入、現金支払いから口座振込への移行、
支払回数及び支払伝票の集約等による
会計事務の合理化を図ります。 

調査
検討

    会計課 

見直し

順次実施 

順次実施 
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管理を行うかどうかを検討するとともに、指定管理者制度による管理を行う場合

における指定管理者の選定方法等についてのガイドラインを定めるため、指定管

理者制度の導入に関する基本方針を策定することとします。 

なお、公の施設のうち、市立保育所の一部については、平成１９年度から指定

管理者制度による管理に移行することとしていますが、その他の施設についても、

基本方針に基づく検討の結果、指定管理者制度による管理を行うことが効果的、

効率的な施設については、順次、計画的に指定管理者制度を導入していきます。 

※ 公の施設：公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するため地

方公共団体が設置する施設のことで、文化施設、体育施設、社会福祉施設などがあります。

なお、市役所の庁舎等は、住民の利用に供することを目的としていないので、該当しません。 

※ 指定管理者制度：地方自治法の改正前の管理委託制度においては、地方公共団体が公の施

設の管理を他の団体に行わせる場合の相手方は公共的団体等に限られていましたが、指定管

理者制度の導入により、議会の議決を経て指定された民間事業者を含む幅広い団体（指定管

理者）に、公の施設の管理を行わせることができるようになりました。なお、指定管理者制

度の導入に当たっては、３年間の経過措置が設けられており、地方自治法の改正時において

管理委託制度による運営が行われている施設については、平成１８年９月１日までは管理委

託を継続することができることとされています。 

 

１７ １８ １９ ２０ ２１ 
取組事項 内    容 所管課 

年度 年度 年度 年度 年度 

指定管理者
制度の導入
のための環
境整備 

  総務課 指定管理者の指定の手続等に関する
条例を制定するとともに、指定管理者
制度の導入に関する基本方針を策定し
ます。 

条例 基本  
制定 方針

策定

 
制度の活用が効果的・効率的な施設

には、指定管理者制度の活用を進めま
す。 

    関係課 指定管理者
制度の活用 

１８年度導入施設：あさひ健康福祉センター、海上ふれあいサポートセンター、 
旭市福祉作業所、飯岡福祉センター 

１９年度導入施設：保育所の一部 

 

（参考）公の施設一覧                平成１８年 1月 1日現在 

種  類 施設数 施    設 

民生施設 １９ 保育所（１５）、福祉作業所、シルバー活力センター、健康福祉セ

ンター、ふれあいサポートセンター 

衛生施設 ２ 火葬場、便益施設 

体育施設 ２０ 総合体育館、野球場（５）、庭球場（４）、外１０施設 

社会教育施設 １０ 公民館（２）、大原幽学記念館、青少年憩の家、外６施設 

順次実施 一部実施
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学校施設 ２０ 小学校（１５）、中学校（５） 

保健福祉センター（２）、保健センター（２）、健康センター（２）、

総合病院、外７施設 保健・医療施設 １４ 

上・下水道施設 ２ 水道事業施設、公共下水道 

公園 ７０ 児童遊園（４７）、都市公園（１１）、その他公園（１２） 

会館（ｺﾐｭﾆﾃｨ） １６ コミュニティ施設（４）、農村研修施設（２）、青年館（１０） 

国民宿舎、農業集落排水処理施設（２）、市営住宅（１１）、釣堀セ

ンター、勤労青少年ホーム、外５施設 その他 ２１ 

合  計 １９４  

〔民間委託の推進〕 

市が実施する事務事業のうち、維持管理業務等の定型的な業務や特殊な技能を

必要とする業務など、民間委託により実施することが適当と認められる業務につ

いては、今後とも、効率性や経済性を考慮しつつ、これを推進していきます。 

取組事項 
１７ １８ １９ ２０ ２１ 

(民間委託を

行う業務) 

内    容 所管課 
年度 年度 年度 年度 年度 

学校給食調
理等業務 

学校給食センターにおける調理、炊
飯、洗浄、配送、配膳、残渣処理等を
民間に委託します。 

     教育委員会
学校教育課

検討・準備・実施

     
学校用務員
事務 

 学校用務員事務は、職員の退職にあ
わせて順次民間委託していきます。 

 
 

教育委員会
庶務課 

一部実施

保育所給食
調理業務 

 保育所の給食調理業務について、民
間委託を検討していきます。 

 調査 検討  一部 
実施 

社会福祉課

クリーンセ
ンター業務 

クリーンセンターの粗大ごみ処理施
設の管理業務を民間に委託します。 

検討    実施 環境課 

 

６ 電子自治体の推進 

情報通信技術の加速度的な進展は、私たちの生活や産業・企業のあり方、行政の

仕組みにまで大きな影響を与えてきており、「情報化」はこれからのまちづくりと

行財政運営において重要なテーマのひとつです。 

今後は、行政情報通信システムの安全性・信頼性の確保に十分配慮しながら、行

政サービスの向上、行政事務の効率化を目指し、情報社会に対応した電子自治体の

推進に努めます。 
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１７ １８ １９ ２０ ２１ 
取組事項 内    容 所管課 

年度 年度 年度 年度 年度 

電子申請の
導入 

 インターネットの活用により、市役
所の窓口に出向くことなく、自宅や職
場から申請や届出が可能となる電子申
請のシステムの導入を進めます。 

   実施  企画課 

税務課 

市民課 

調査・検討

行政ホーム
ページの充
実 

 利用者の目的や関心事に即した利用
しやすいホームページづくりを進める
とともに、高齢者、障害者、外国人等
が容易に利用できる情報バリアフリー
の確保に努めます。 

  実施   企画課 

秘書広報課

一部実施

電子入札の
導入 

 インターネット通信を利用し、入札
事務を電子化することにより、事務の
効率化を図るとともに、入札参加者の
利便性の向上やコスト削減を図りま
す。（平成２２年度本格導入） 

     

入札参

加者へ

の周知 

財政課 

企画課 

実施準備 

電子決裁の
導入 

 市役所における休暇の承認、時間外
勤務命令等の定型的な事務について電
子決裁を導入し、情報伝達に要する時
間短縮や、ペーパーレス化の推進等を
図ります。 

   調査

( 決 裁

範囲の

確認)

検討

(システ

ム・予算

関係)

総務課 

企画課 

一部実施 

準備  統合型ＧＩ
Ｓの導入 

 デジタル化された地図情報と様々な
情報を統合的に扱うＧＩＳ(地理情報
システム)を導入し、高度情報化時代に
対応した効率的な業務の推進を図ると
ともに、地図サービスの提供など各種
行政サービスの発信を行っていきます。

  順次導入  

( 航空写真
撮影・地図
図化) 

企画課 

都市整備課

税務課 

ほか 

 

７ 第三セクター等の経営健全化等 

 土地開発公社については、公共用地となるべき土地等を計画的に取得してきてお

り、今後も継続していきますが、引き続き経営の健全化を推進するとともに、経営

状況等について公表していきます。 

 市が株式の２３％を出資している第三セクターである千葉県食肉公社について

は、年度別収支資金計画に基づき、経営改善に取り組んでいますが、今後もさらな

る経営の健全化を促していきます。 

１７ １８ １９ ２０ ２１ 
取組事項 内    容 

年度 年度 年度 年度 年度 
所管課 

土地開発公
社 

 引き続き経営の健全化を推進し、経
営状況等について公表していきます。

     商工観光課継続実施 

千葉県食肉
公社 

 公社経営について、今後もさらなる
経営の健全化を促していきます。 

     農水産課 継続実施 
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第２節 健全で持続可能な財政基盤 

 

国、地方を通じる厳しい財政状況の中で、本市においても、歳入が減少し義務的経

費が増加して、いわゆる「財政の硬直化」が進んでいます。 

今後も社会経済情勢の急激な好転が見込めない中で、将来にわたって必要な行政サー

ビスを提供し続けていくために、財政構造の健全化に向けた取組みを行っていきます。 

１ 歳入の確保に向けた取組み 

歳入の確保には、長期的な取組みと、短期的な取組みとが求められています。 

長期的な取組みとしては、豊かな自然等の本市の資源と企業とを結びつけること

で、積極的に企業誘致を行い、雇用の場を確保することなどがあげられます。若者

を地元に定住させ、人口増、収入増につなげていく必要があります。また、少子化

の進行に歯止めをかけるための施策も重要です。 

短期的な取組みとしては、市税等の滞納解消に強力に取り組むほか、使用料・手

数料の見直し等を行っていきます。また、未利用状態にある普通財産の売払いを推

進し、新たな財源確保に努めます。 

 

取組事項 内    容 
１７

年度

１８

年度

１９

年度

２０ 

年度 

２１ 

年度 
所管課 

企業誘致活動の推
進 

 県との連携を図りながら、積
極的に企業誘致を行い、雇用の
場の確保と税収の増加を図り
ます。 

     商工観光課

少子化対策の推進  少子化の流れを変え、人口を
減少させないようにするため
に、次世代育成支援行動計画に
基づく諸施策をはじめとした
少子化対策を推進していきます。

     社会福祉課

ほか 

（現年分・目標徴収率） 市税徴収率の向上  様々な取組みにより、市税徴
収率の低下傾向に歯止めをか
け、徴収率の向上によって歳入
を確保します。 

％
95.71

％
96.14

％
96.64

％ 
97.14 

％ 
97.64 

税務課 

滞納処分の強化  預金、国税還付金のほか、今
後は、給与、不動産、生命保険
等についても差し押さえを行
うなど、滞納処分を強化し、徴
収率の向上を図ります。 

      

 

納付窓口の拡大 

等 

 コンビニエンスストアでの
市税納付の導入、夜間・土日窓
口の拡充、口座振替の推進な
ど、納付窓口の拡大等により徴
収率の向上を図ります。 

調査
検討

     順次実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 
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未利用資産の処分 未利用状態にある普通財産
の処分を推進し、管理経費の節
減と財源の確保に努めます。 

     財政課 

使用料・手数料の見
直し 

 住民負担の公平性の確保と
受益者負担の原則に基づき、使
用料・手数料の額、各種使用料
の減免制度、道路占用料の徴収
等について見直しを行います。
 また、各種施設の使用料につ
いては、合併前の水準に据え置
いていますが、市域全体のバラ
ンスを考慮して見直しを行い
ます。 

調査 検討 実施   財政課 

関係課 

使用料・手数料等の
滞納の解消 

 保育料、市営住宅家賃、給食
費等の滞納については、負担の
公平等の見地から、その解消に
向けて一層の取組みを行いま
す。 

     社会福祉課

財政課 

教育委員会
学校教育課

市の刊行物等への
有料広告の掲載 

 市内の企業との協働により、
市が発行する刊行物、コミュニ
ティバス、窓口用封筒等に有料
広告を掲載し、市内企業の育成
振興と、歳入の増加を図りま
す。 

 
 

   企画課 

財政課 

ほか 

 

 

２ 歳出の抑制に向けた取組み 

市財政の厳しい現況を踏まえ、予算編成時における前例踏襲主義や増分主義など

から脱却し、行政評価制度をも活用しつつ、最小の経費で最大の効果を上げるよう

事業の重点化・効率化を図りながら、公債費負担の増大により将来の財政運営に支

障をきたすことがないよう十分留意して、健全な財務体質への変換に努めることと

し、財政構造の硬直化の回避等のため次のような取組みを行います。 
 

取組事項 内    容 
１７

年度

１８

年度

１９

年度

２０ 

年度 

２１ 

年度 
所管課 

予算編成と
行政評価と
の連動 

 行政評価制度による毎年度の事務事
業の評価と、予算編成とを連動させ、
前例踏襲主義や増分主義による予算編
成から脱却し、 小の経費で 大の効
果を上げられるように予算編成を行っ
ていきます。 

 試行 実施   財政課 

総務課 

企画課 

人件費の抑
制 

 定員適正化計画に基づく定員管理や
職員給与の適正化を通じて、総人件費
の抑制を図ります(再掲)。 

 実施    総務課 

        

準備・実施

継続実施 

順次実施 
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競合する施
設 の 統 廃
合・有効活
用 

 合併により競合することとなった施
設については、老朽化の度合いや維持
管理コスト、利用頻度等を勘案して、
統廃合を検討します。 
 検討の結果、存続すべきとされた施
設についても、それぞれの施設ごとに
特色を持たせるなど、市域全体での効
率化や、有効活用を図ります。 

     各施設の所
管課 

総務課 

補助金・交
付金等の見
直し 

 各種団体への補助金・交付金等につ
いて、市民代表等からなる補助金等検
討委員会(仮称)を設置して、制度の運
用や補助の効果等を検証し、見直しを
行います。 

 委員会

設置 

 

   財政課 

総務課 

各種審議会
委員等の報
酬額の見直
し 

 市が委嘱している各種の審議会等の
委員の報酬又は報償金等の額の見直し
を行います。 

  実施   審議会等の
所管課 

総務課 

同種の契約
の一本化 

 施設の維持管理に係る委託契約等に
ついて、同種の契約を一本化すること
により、経費の節減を図ります。 

調査 検討 実施   財政課 

公共工事の
コスト縮減 

 工事の計画的かつ迅速な発注、適切
な工期の設定等により工事の平準化を
推進します。 
 また、ライフサイクルを通じてのコ
スト低減を図る観点から、より耐用年
数の長い施設の整備を図ります。 
 資材については、維持管理を考慮し、
できる限り規格品を使用していきま
す。 

調査 検討    財政課 

建設課 

都市整備課

ほか 

順次実施 

順次実施 

調査・検討

順次実施 

 

 

３ 公営企業の経営基盤の強化 

本市では、病院事業、水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び国民宿

舎事業の５つの公営企業を経営しています。 

これらの公営企業は、住民生活に身近な社会資本を整備し、必要なサービスを提

供する役割を果たしてきましたが、将来にわたりその本来の目的である公共の福祉

を増進していくため、経営の健全化・効率化等の経営基盤強化へのより一層の取組

みを行います。 

また、公営企業の経営は独立採算制を基本として行われるべきものであることか

ら、この経営基盤の強化の取組みを通じ、赤字補てんのために一般会計からのいわ

ゆる基準外繰出金を繰入れている事業については、その繰入れの縮減・廃止を図っ

ていきます。 
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⑴ 病院事業（総合病院国保旭中央病院） 

  医療費の抑制策としての医療制度改革や診療報酬の改定等により病院経営を取

り巻く環境が大きく変化していく中で、地域住民に信頼される医療機関であり続け

られるよう、経営の効率化と医療サービスの向上に努めていきます。 

 

取組事項 内    容 
１７

年度

１８

年度

１９

年度

２０ 

年度 

２１ 

年度 
所管課 

組織体制の
整備 

 効率的な組織となるよう見直しを行
い再編成を進めます。 

     

病院の機能
に応じた医
療サービス
の提供 

 他の医療機関との連携を密にし、地
域医療の確保と公的医療機関でなけれ
ば対応できない高度医療、救急医療を
提供できるよう努めます。 

     

人員確保  医師、看護師をはじめとする医療ス
タッフの人員を確保し、より安全で適
切な医療を提供します。(再掲) 

     

医業収益の
確保 

 医療費の抑制策に柔軟に対応すると
ともに確実な医療サービスで地域住民
の信頼を得、適正な医業収益の確保に
努めます。 

     

施設の耐震
化及び医療
環境の整備 

 将来の医療サービスに対応できるよ
う免震性が高く、効率的な病院作りを
目指したマスタープランに取り組みま
す。 

検討 計画   実施 

アウトソー
シングの拡
大 

 現在、職員食堂の運営は全面的に委
託していますが、患者給食部門にも拡大
していきます。看護補助員を外部委託に
切り替え雇用を削減していきます。 

検討     

総合病院国
保旭中央病
院 

 

 ⑵ 水道事業 

合併前の１市３町ごとに設置されている配水施設の効率的な統合や、合併前の市

町ごとに不均一となっている水道料金の統一等を図りながら、将来にわたり安心し

て飲める水を安定して供給できるよう、より一層の経営基盤の強化に努めていきま

す。 

取組事項 内    容 
１７

年度

１８

年度

１９

年度

２０ 

年度 

２１ 

年度 
所管課 

新市水道事
業配水施設
整備計画の
策定 

 給水開始後２５年経過し老朽化した
配水施設を見直し、効率的な施設の更
新及び統合を行うことにより安定給水
を確保していきます。 

調査
検討

策定 実施   水道課 

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施
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不均一料金
の統一 

 合併協議会の調整方針に基づき、合
併後３年を目途に統一を図ります。 

  
実施    

中期経営計
画の策定 

 料金統一や新市水道事業施設整備計
画との整合性を踏まえながら平成１９
年度を目途に策定します。 

検討  策定    

 

 ⑶ 公共下水道事業 

認可区域の約６８％の整備が完了していますが、合併に伴う全体計画の見直しを

行うとともに、投資の効率化、水洗化の促進、経常経費の縮減などの経営の効率化

に努めていきます。 

取組事項 内    容 
１７

年度

１８

年度

１９

年度

２０ 

年度 

２１ 

年度 
所管課 

下水道全体
計画の見直
し 

 現在の下水道事業の区域は合併前の
旭市の区域のみであるため、新市全域
の下水道全体計画を策定します。 

   調整 検討 下水道課 

投資の効率
化 

施設整備における投資の効率化を図
ります。 

      

トイレの水
洗化促進の
強化 

戸別訪問等を強化し、水洗化の促進
を図ります。 

一部
実施

     

負担金・使
用料の滞納
の解消 

訪問徴収等の強化を図り、徴収率の
向上に努めます。 

一部
実施

     

経常経費の
縮減 

効率的な運営に努め、経費縮減を図
ります。 

検討      

 
 

 ⑷ 農業集落排水事業 

江ヶ崎地区及び琴田地区(旧旭市)において事業を実施していますが、地域の実情

に合った効率的な整備を進めていくとともに、公共枡への接続率の向上による収益

増加を図るなど、経営の健全化に努めます。 

取組事項 内    容 
１７

年度

１８

年度

１９

年度

２０ 

年度 

２１ 

年度 
所管課 

中期経営計
画の策定 

 中期経営計画を策定し、中期的な経
営の健全化に取組みます。 

検討 策定    農水産課 

順次実施 

順次実施 

順次実施 

順次実施 

調査・検討
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効率的な施
設整備 

 水質保全等の緊急性、効率性、地域
住民からの要望の状況等を踏まえ、地
域の実情に合った効率的な施設整備
(管渠の敷設等)を進めます。 

調査 検討     

公共枡への
接続率の向
上 

 未処理汚水が環境に与えるダメージ
や接続者・未接続者間の負担の公平化
等について、地域住民にわかりやすく
説明して理解を得ることにより、公共
枡への接続率の向上を図ります。 

％
66.0

％
67.2

％
68.4

％ 
69.6 

％ 
70.6 

 

処理関係機
器 の 計 画
的・効果的
な更新 

 耐用年数の経過から更新時期を迎え
ているポンプや遠方監視装置等の機器
類については、過度の投資とならない
よう計画的・効果的な整備(更新)を行
います。 

調査  検討 実施   

 

 ⑸ 国民宿舎事業（飯岡荘） 

旅行形態の変化（団体旅行から家族旅行・小グループ旅行への変化など）や外食

産業市場の低迷等に加え、施設・設備の老朽化により、平成元年を境として経営が

厳しくなってきているため、利用者ニーズの多様化等に対応した経営改革を行って

いきます。 

取組事項 内    容 
１７

年度

１８

年度

１９

年度

２０ 

年度 

２１ 

年度 
所管課 

経営診断の
実施 

民間コンサルタント等による経営診
断を実施し、経営上の問題点を明らか
にするとともに改善策を検討します。

 実施    国民宿舎 
飯岡荘 

経営改善計
画の策定・
実施 

 経営診断の結果に基づき、国民宿舎
運営委員会の意見を聞いて、経営改善
計画を策定し、この計画に沿った事業
展開を行います。 
 計画策定に当たっては、将来にわた
って独立採算を堅持できるよう、指定
管理者制度の導入等を含めた抜本的な
経営改善策についても検討していきま
す。 

 計画
策定

 

実施    

（目標接続率）

一部実施 
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４ 市民にわかりやすい予算等の公表 

市民への説明責任を果たし、公正で透明性の高い市政運営を行っていくため、予

算や決算について、より市民にわかりやすくなるような工夫を行いながら、公表を

行います。 

企業の経済性を発揮することが求められる公営企業についても、その経営状況に

ついて、わかりやすく公表を行います。 

取組事項 内    容 
１７

年度

１８

年度

１９

年度

２０ 

年度 

２１ 

年度 
所管課 

市民にわか
りやすい予
算等の公表 

 予算、決算、公営企業の経営状況等
について、広報やホームページ等によ
り、市民にわかりやすくなるような工
夫を講じながら、積極的に公表を行い
ます。 

実施 財政課 

公営企業所
管課 
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第３節 市民との協働によるまちづくり 

 

新市のまちづくりを進めるに当たっては、新市建設計画に掲げられた｢自立・共生・

協働｣、「共につくる夢のあるまちづくり」の理念に則り、市民と行政との信頼と適切

な役割分担によるパートナーシップを確立し、市民の積極的な行政への参画を図ると

ともに、市民やコミュニティ組織、ＮＰＯその他の民間セクターと協働して、相互に

連携して公共サービスを提供し、「新しい公共空間」を形成していくことをめざしま

す。 

また、市議会においては、市民の多様な意見を把握し、これを集約して反映させる

ための取組みを積極的に行います。 

１ 市政への市民参画 

満足度の高い、夢のあるまちをつくるため、行政への市民の積極的な参画を図り

ます。 
 

取組事項 内    容 
１７

年度

１８

年度

１９

年度

２０ 

年度 

２１ 

年度 
所管課 

地区懇談会
の開催 

小学校の学区単位(１５か所)で「地
区懇談会」を開催し、市長と市の幹部
職員がそれぞれの会場に出向いて、市
政や地域の将来について市民と話し合
います。 

実施 企画課 

市長への手
紙の創設 

市と市民とによる市政運営とまちづ
くりを推進するため、「市長への手紙」
を創設し、市民の市政に関する意見、
要望等を広く聴くとともに、責任をも
って回答します。 

 
    秘書広報課

まちづくり
サポーター
の設置 

「まちづくりサポーター」制度を創
設して、サポーターを公募し、市の施
策の決定や事業計画の策定の際に市民
等の意見を聴いていきます。 

 
    秘書広報課

子ども議会
の開催 

 学校で学んだ地方自治制度・地方議
会制度を子どもたち（小中学生）が議
場で体験することにより、市政への関
心を持ち、市役所の業務や議会の仕組
みを理解してもらうことを目的とし
て、子ども議会を開催します。 

 実施    総務課 

パブリック
コメント制
度の導入 

市の基本的な計画や重要な施策を策
定する際、その素案を市民に公表し、
それに対する市民の意見等を考慮して
計画等を策定していくパブリックコメ
ント制度を導入します。 

 検討

 

 導入  企画課 

ほか 

設置・実施

設置・実施
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各種計画策
定時の公募
委員の参画
拡充 

市が各種の計画を策定する際には、
委員会等を設置して学識経験者や各種
団体の代表者等から意見を聞いていま
すが、より積極的に市民の参画を図り、
また、より幅の広い意見を計画に反映
させるため、各種計画策定のための委
員会等における公募による委員を拡充
していきます。 

実施 企画課 

ほか 

市民参加の
広報づくり 

紙面づくりのアンケートを実施する
など、積極的に市民の意見を聴き、広
報の編集に市民の参加を図っていきま
す。 

調査 検討 実施   秘書広報課

 

２ 地域協働の推進（新しい公共空間の形成） 

国・地方を通じる厳しい財政状況のもと、少子高齢化の進展等、社会経済情勢の

変化に伴い、「公共サービス」への新たな期待が生まれて「公共」の範囲が拡大し

ていく中で、公共サービスの提供は住民自らが担うという認識も広がりつつあります。 

こうした視点に立って、これまで主として市や町が直接提供してきた公共サービ

スについても自治会等の市民団体やＮＰＯ等の多様な主体が提供する多元的な仕

組み（新しい公共空間）を整えていくため、地域協働を推進します。(※) 

市民が地域の課題を解決するために、自ら考え、企画・実行することを基本とし、

行政が市民のまちづくり活動に対して支援する仕組みづくりを行います。 

また、合併によって解散又は休止状態にある地域ごとの市民団体・組織の復活や

再編を支援し、防災、防犯、地域づくりなどの活動をより実効性のあるものとしま

す。 

市民の郷土意識を醸成し、地域、世代、学校や団体間の積極的な交流を促すこと

で、活発なコミュニティ社会の構築に努めます。 

※「新しい公共空間の形成」のもう一つの柱であるアウトソーシングについては、第１－

５－⑵「民間委託等の推進」参照。 

取組事項 内    容 
１７

年度

１８

年度

１９

年度

２０ 

年度 

２１ 

年度 
所管課 

地域協働を
推進する組
織の新設 

 地域協働を推進していくための戦略
本部の中枢として、施策の企画・立案・
総合調整等を行うため、市役所内に専
門の部署を設けます。 

検討
準備

設置     

コミュニテ
ィ、市民団
体、ＮＰＯ
等の育成・
支援 

 活動主体に対する援助や活動場所の
提供、個々の活動主体による活動を支
援・調整する役割を有する中間支援団
体の設置など、地域協働を推進するた
めのパートナーとの積極的な連携・協
力を図ります。 

     企画課 

関係課 

順次実施 
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活発なコミ
ュニティ社
会の構築 

 地域、世代、学校や団体間の積極的
な交流を促し、活発なコミュニティ社
会の構築を図ります。 

     企画課 

関係課 

市民参加型
イベントの
拡充 

市民主体による市民参加型のイベン
トを拡充していくために、市民の自主
的・創造的な文化活動を目的とした市
民ミュージカルや市民音楽祭等が一層
充実していくよう支援するとともに、
旧１市３町の団体を統合した旭市文化
協会の自主的な運営を推進していきま
す。 

調査 検討    教育委員会
生涯学習課

パークサポ
ーター制度
の創設・拡
大 

 開発宅地内の公園を、地域住民が自
主管理する｢パークサポーター｣の制度
を創設し、拡大していきます。 

創設

 

 

 

   都市整備課

 

３ 開かれた議会の実現 

議会や議員が、より一層広く市民の声を聞き、反映することができるようにする

ためには、議会に対する市民の理解を深め、議会や議員が今まで以上に市民に身近

な存在になることが必要であると考えます。 

このため、議会における審議の過程や活動内容等に関する情報を積極的に公表す

るなど、開かれた議会の実現をめざします。 

 

取組事項 内    容 
１７

年度

１８

年度

１９

年度

２０ 

年度 

２１ 

年度 
所管課 

インターネ
ット等によ
る議会中継
の導入 

 支所等公共施設での議会生中継(平
成 18 年度から)を手始めに、将来的に
はインターネット上での中継を行い、
議会活動に対する市民の理解を深めま
す。 

 
    議会事務局

会議録検索
システムの
導入 

 平成 18 年度から会議録をホームペ
ージに掲載します。将来的には検索シ
ステムを導入し、充実した情報提供を
行い、より市民に開かれた議会の実現
をめざします。 

     議会事務局

広報機能の
強化 

 年４回の議会だよりの発行ととも
に、平成 18 年度からホームページにも
掲載します。より多くの市民に情報提
供を行い、開かれた議会の実現をめざ
します。 

実施     議会事務局

順次実施 

順次実施 

検討・順次実施

検討・順次実施

順次実施 
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第４節 歳入確保及び経費節減の目標額等 

 

 前節までに掲げた推進項目のうち、歳入の確保や経費の節減につながる取組みの主

なものの財政効果見込額又は目標額は次のとおりです。 

 なお、これらの目標額等は、本計画の推進期間（平成１７年度から平成２１年度ま

で）の累計額です。 

 

１ 安定した歳入の確保等 

⑴ 市税徴収率の向上【確保目標額 ５８７百万円】 

市税の徴収率を、推進期間中に県内市町村の平均まで向上させることを目標と

します。 

◎ 市税（国民健康保険税を除く） 

 
平成 16 年度 
徴収率実績 

平成 21 年度 
目標徴収率 

徴収率向上による
効果額 

現年分 ９５．４６ ％ ９７．６４ ％ ３７９ 百万円

滞納繰越分 １３．５９ ％ １５．７２ ％ ８８ 百万円

合計 － － ４６７ 百万円

◎ 国民健康保険税 

 平成 16 年度 
徴収率実績 

平成 21 年度 
目標徴収率 

徴収率向上による
効果額 

現年分 ８９．３６ ％ ９０．３６ ％ ９１ 百万円

滞納繰越分 １８．６６ ％ １９．９６ ％ ２９ 百万円

合計 － － １２０ 百万円

     ※ 表中の「平成 16 年度徴収率実績」は、合併前の１市３町の合算による。 

     ※ 「平成 21 年度目標徴収率」は、平成 16 年度における県内市町村の平均徴収

率と同率に設定。 

 

⑵ 未利用資産の処分【確保目標額 ３２百万円】 

未利用状態にある財産（主に遊休土地）の処分を推進します。 

 

⑶ 受益者負担の適正化等【確保目標額 ２５百万円】 

各種の使用料・手数料の見直しや滞納の解消に努めます。 
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２ 経費の節減・合理化 

⑴ 人件費の抑制【効果額 １，９５８百万円】 

 定員適正化計画に基づく定員管理や、国・県等における給与制度の改革を踏ま

えた給与の適正化、時間外勤務の縮減等により、人件費の削減を図ります。 

⑵ その他一般行政経費の抑制【効果額 ３５百万円】 

 事務事業の整理・統廃合等により、経費を抑制します。 

なお、効果額については、推進期間中の各年度における行政評価等を通じて、

一層の上積みを図ります。 
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資 料 

定 員 適 正 化 計 画 

 
はじめに 

 
 平成１７年７月１日に旭市、海上町、飯岡町、干潟町の１市３町が合併して、人口

は７万人余、世帯数は２万世帯を超える新しい旭市が誕生しました。 
 新市の行政改革を進めるための旭市行政改革アクションプランでは、「市民が親しみ

やすく、効率的で簡素な行政基盤」を確立することとしています。 
本格的な少子・高齢化社会の到来、地方分権の進展など社会情勢が大きく変化して

いる中で、新市で求められる行政需要に対応した適正な職員配置と、効率的で効果的

な執行体制を確立するため定員適正化計画を策定するものです。 
 
 
１ 計画の期間 
  平成１７年度から平成２１年度までの５年間 
 
２ 計画の対象 
 この計画の対象となる職員は、一般行政部門（議会事務局、監査委員事務局及び

農業委員会事務局を含む。）、特別行政部門（教育、消防）及び公営企業等会計部門

（水道、下水道及び国民宿舎等）とし、病院事業は除きます。 
 
３ 合併前の職員数 

合併前のそれぞれの団体においても、職員の縮減に努め、平成１１年度から平成

１７年度までに全体で６５人の縮減をしています。各年度の職員数の推移は次のと

おりとなっています。        
（単位：人）  

  11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度

職員数 916 914 896 893 873 866 851 

前年比   △ 2 △ 18 △ 3 △ 20 △ 7 △ 15

                          各年度４月１日の職員数 
 
４ 職員数の現状 

合併時の職員配置は、本庁（旧旭市役所）と支所（旧３町役場）の行政サービス

を低下させないことを基本として行いました。このことにより、類似団体の職員数

や１０万人未満の市の定員モデルと比較すると、一般行政部門のうちの民生部門の

職員数が最も超過しており、ついで総務部門、特別行政部門の消防など全体として、

１００人を上回る超過数となります。 
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（単位：人） 
         現状 

一般行政部門 議会 9

  総務 148

  税務 42

  民生 172

  衛生 69

  労働 3

  農林水産 41

  商工 16

  土木 48

  小計 548

特別行政部門 教育 100

  消防 128

  小計 228

普通会計計   776

公営企業等会計部門 水道 19

  下水道（農業集落排水事業含む） 13

  その他 43

  小計 75

合計   851

＊職員数は、公益法人等への派遣を含む数です。 
＊公営企業等会計部門のその他は、国民宿舎事業、介護保険事業、国民健康保険事業

及び老人保健事業の合計数です。 
 
５ 削減の手法と目標数 
  市民サービスの向上を目指しつつ、組織の見直しと事務の簡素化・効率化を図り、

事務量に見合った職員の適正な配置に努めていきます。 
削減の具体的方法としては、新規採用職員を定年退職者数の３分の１程度にとど

め、６５人（７．６％）の純減を目標とします。 
さらに、定年前の勧奨退職制度等を活用し職員数の一層の縮減に努めます。 
                 

 （単位：人）    
   17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 計 

職員数 851 848 839 824 803 786  
前年比 △ 3 △9 △15 △21 △17 △65

各年度４月１日の職員数 
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６ 部門別年次目標 
  ５年間の部門別職員数を次のように定めます。 
 

 （単位：人） 
    17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 削減数 

一般行政 548 535 526 516 495 478 △70

特別行政 228 238 238 233 233 233 5

普通会計計 776 773 764 749 728 711 △65

公営企業等計 75 75 75 75 75 75 0

合計 851 848 839 824 803 786 △65

各年度４月１日の職員数 
 

参考 
５年間の退職者、採用者数の見込み 
退職者数   96

採用者数 31
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