
釜石市行政改革大綱

釜　石　市

１　なぜ行政改革を行うのか

地方分権の推進や少子･高齢化の進展、国･地方を通じる財政の厳しい悪化など、市町村

行政を取巻く情勢が大きく変化している中にあって、各市町村は、各々の地域にふさわし

い公共サービスを提供し、住民が豊かさを実感できる地域社会を構築する必要があります。

財政的にも政治的にも国依存であった従来の地方のシステムを、分権型の社会システムに

転換しなければなりません。

釜石市では、基幹産業の縮小に伴う大幅な人口の減少や税収の伸び悩みに対応するため、

徹底した歳出の削減に取組んできましたが、三位一体改革による地方交付税の財源保障機

能の縮小という極めて厳しい現実を迎えている今、真に自立した地域社会を創造し実現す

る活力が、これまで以上に求められています。

現在の当市の財政状況は、歳入においては、法人市民税の回復傾向により市税収入の減

少傾向に改善の兆しがあるものの、国勢調査人口の反映や三位一体改革の進展により、今



後も地方交付税の大幅な減収が予想されるため、一般財源総額は減少するものと見込まざ

るを得ません。また、歳出では、当市の将来を見据えて決断した病院統合や、急速な人口の

高齢化等により、短中期的に義務的経費の増大が見込まれます。

こうした状況下で、将来にわたって釜石市民が安心して希望をもって暮らせるように市

政運営を行っていくためには、職員一人ひとりが高い意識と新しい感覚を持って行政改革

に対応し、住民への説明責任を果たしながら、真に優先すべき事務・事業への重点化を進

めていかなければなりません。

平成 18年度は、第五次釜石市総合計画後期基本計画がスタートする年です。また、湾口 

防波堤の完成、公共埠頭の整備、仙人峠道路の完成を迎える年でもあります。まさに今こそ

が、人、物の新たな流れをつくるときです。そのため、後期基本計画の優先プロジェクトで

ある「雇用」「にぎわい」｢健康｣｢防災｣への取組みに着手し、後期基本計画をしっかりと軌道

に乗せるために、効率､効果､スピードを重視して行政改革に取組むものです。

２　行政改革大綱の目指すもの

（1）住民主体の行政運営

地域社会における主人公は住民であり、行政は住民の信託を受けて住民の抱える課題

を解決する機関です。したがって、政策形成過程においては住民の声が的確に反映され

なければなりませんし、その上で、行政は住民のために活動していくこととなります。

　　また、分権改革の時代にあっては、住民が自分達の住んでいる地域の将来について自

分達で考え、これから何をしていくべきかを自分達で決定し実践していくという真の自

治を築かなければなりません。

　　そのため、「雇用」「にぎわい」「健康」「防災」に関わる施策の推進に重点を置きながら、

第五次釜石市総合計画後期基本計画の実現に向けて、住民と協働で地域の課題の解決に

あたります。

（2）財政の健全化

経費の見直し、ＯＡ化、給料の３％カットを初めとした職員給与費の抑制、職員数の削

減による人件費の縮減など、当市では、住民サービスが低下しないように配慮しながら、

歳入規模に見合った財政運営に努めてきました。　　

しかし、三位一体改革の推進による地方交付税の減少や市税の伸び悩み、市民病院の

債務処理などにより、今後の財政運営は、多額の財源不足が生じることが確実な情勢と

なっています。

　　このため、企業誘致などにより積極的に市税収入の確保に努めながら、人件費のさら

なる抑制等徹底的に歳出を縮減し、住民の理解と協力を得ながら職員一丸となって効率

的な財政運営を実現します。
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３　行政改革のテーマ

　

『　いきいき釜石、元気な釜石づくり　』

釜石市の行政改革は、豊かな市民生活の実現を目指し、効率的で効果的な行政運営を行

う自治体を創り上げるために行うものです。地域に活力がみなぎり、子どもから高齢者ま

で、誰もがいきいきとして元気に暮らす地域社会を実現することが行政としての使命です。

　このため、次の４つを行政改革の柱として、改革を推進します。

（1）住民と行政の協働による地域経営

自分達の地域の将来は自分達で構想し、自分達で汗を流してその実現に取組むことが

自立した地域づくりです。したがって、町内会､事業者、事業者団体、教育団体、福祉団体、

ＮＰＯなどをパートナーとし、住民の知恵や能力を活用しながら、「雇用」「にぎわい」「健

康」「防災」等のプロジェクトに取組みます。

（2）質の高い行政サービスの提供

公務員は住民への奉仕者であるという考えを徹底し、サービス精神、コスト意識、スピ

ード感を持って職務に取組みます。

（3）職員の資質向上

地域に根差した政策の展開を図るためには、住民が抱えている課題を職員が常に把握

し、意識し、それを解決するための施策､サービスを展開しなければなりません。分権下

の今、人づくりが急務となっています。したがって、自ら能力を高め、使命感を持って諸

課題への挑戦を行い、きちんと結果を残す職員を育成します。

（4）持続可能な財政構造への転換

これまで、地方の財源不足に対しては、その財源保障制度として地方交付税が充当さ

れてきました。しかし、三位一体改革の推進により地方交付税の財源保障機能が見直さ

れ、地方財政の縮減は緊急の課題となっています。財政的にも地方に自己責任が求めら

れていることから、あらゆる経費を見直して無理や無駄を廃し、効率と効果、緊急度と優

先度を重視し、地域の持続的な発展が可能となるよう財政構造を転換していきます。
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４　行政改革への取組み

　　

《体系図》

-4-

改
　
革
　
の
　
テ
　

ー

　
マ

　
　
　
　
　

い
き
い
き
釜
石
、
元
気
な
釜
石
づ
く
り

　
　
　
　
　
　
　
　

住民と行政の協働による地域経営

市政への住民参画の環境づくり

地域活動への職員の積極的な参加

行政評価制度の導入

質の高い行政サービスの提供

職員の意識改革による行政サー

ビスの向上

電子自治体の推進

改
　
革
　
の
　
実
　
現
　
に
　
向
　
け
　
て

職員の資質向上

住民が抱える課題を迅速に解決

する組織体制の確立

定員の適正化

人材育成の推進

財政の健全化

持続可能な財政構造への転換

大槌町との合併の推進



  （1）住民と行政の協働による地域経営

　　　①市政への住民参画の環境づくり

　　　　　市政運営の目的は、住民福祉の向上です。この目的を実現するためには、常に住民

の考えやニーズを反映した形で行政サービスが提供されなければなりません。これ

からは、行政が決定し、提供したサービスを市民が享受するのではなく、市民と行政

が協働で考え行動するシステムを構築する時代です。そのため、第五次釜石市総合

計画後期基本計画の実現に向けて、市民との協働のあり方の検討を進め、指針を示

した上で、市民に開かれた行政運営を展開します。

また、誰もが安心して、いきいきと元気に暮らせる地域社会を築くため、市内６か

所を拠点とした地域生活応援システムの展開により、住民と行政のより良いパート

ナーシップを築き、濃密な地域コミュニティを創造し、実現していきます。

②地域活動への職員の積極的な参加

　　　　　自治体職員は、視線を地域住民に向け、その要望に鋭敏かつ誠実に対応しなけれ

ばなりません。そのためには、地域住民とじかに接触することが肝要です。現場にこ

そ課題や要望があることから、職員が町内会活動などの地域活動に率先して参加す

るよう奨励していきます。

　（2）質の高い行政サービスの提供

　　　①職員の意識改革による行政サービスの向上

　　中央集権の時代には、国の設定した枠組みの中で「きちんとできたか」という評価

の基準で地方自治体の仕事が行われてきました。しかし、地方分権の時代を迎えた

今、自立した地方自治体として自ら枠組みを作り、評価の基準を「もっと良くなった

か､新しくなったか」にシフトして行政運営を行います。

②行政評価制度の導入

社会情勢が大きく変化している中で、今の行政はどのような役割を果たしている

のか、何をしようとしているのか、手段は間違っていないか、費用対効果はどうか、

成果は上がっているか、上がっていないとすればどこに原因がありこれからどうす

るのか等を明らかにするため、行政評価制度の本格実施を行います。

③電子自治体の推進

　　　　　行政事務の電子化を進め、行政の簡素・効率化と行政サービスの利便性向上を目

的とした電子自治体を構築していきます。

　　　④大槌町との合併の推進　

　　　　　行財政基盤の強化や社会福祉等の住民に身近な行政サービスを充実するために

は、釜石市と大槌町の合併が有効な手段となります。そのため、合併のメリットを最

大限に引き出すことやデメリットへの対応策を皆で考えながら、合併に向けて取り

組んでいきます。
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　（3）職員の資質向上

　　　①住民が抱える課題を迅速に解決する組織体制の確立

当市はかつてない厳しい財政状況に直面していることから、職員を計画的に削減

し、人件費総額を大幅に縮減していかなければなりません。そのため、課･室･係を統

合し、仕事を機能的に分担しあって定員を削減し、住民に適切にサービスを提供で

きるよう組織機構を構築していきます。また、高齢化率の上昇にともなう保健､福祉､

医療への需要に的確に対応するため、市内各所に保健､福祉､生涯学習部門を一体化

した拠点を設け、地域に密着した場所で地域課題の解決に取組みます。

②人材育成の推進

分権の時代は地方間の競争の時代です。職員は、釜石を暮らしやすい街、住みたく

なる街にするため、全力を注がなければなりません。困難な問題に直面しても「でき

ない」とあきらめず、どうすればその問題を乗り越えることができるのかについて

考え、「まず、やってみよう」「やってみてだめだったらまた変えればいい」という前

向きなチャレンジ精神を持つことが必要です。その上で、コスト意識とスピード感

を持って、質の高い行政サービスを提供していかなければなりません。

そのため、全体の奉仕者としての使命感を持って職務を遂行する人材の確保及び

育成を図ることを目的として人材育成基本方針を策定し、職員の資質向上に努めま

す。

　　また、職員の専門性を高める研修制度や、職員の育成と組織の活性化を目的とし

た人事評価の実施などを通じ、多様化、高度化する住民要望に応える人材を育成し

ます。

　（4）持続可能な財政構造への転換

①定員の適正化

市民病院と県立釜石病院の統合に伴い、平成19年３月で市民病院の運営が終了し

ます。このことにより、市全体の職員数は大幅に減少しますが、市民病院から市長部

局への事務職員等の異動も同時に行われるため、普通会計職員は一時的に増加しま

す。こうした病院統合による職員数の動向を踏まえながら、財政の健全化と住民サ

ービス向上の均衡を保ちつつ、適正な定員を設定します。

なお、病院統合という当市の特殊事情により、定員適正化計画は、平成18年度から

平成27年度までを実施期間とし、平成17年４月の普通会計職員数４０８人を10年間

で５５人削減し、３５３人とします。（13.5％の削減）
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定員管理（単位：人）

H17実績 H18 H19 H20 H21 H22 H22とH17

の比較

普通会計 408 411 430 419 411 397 －

　前年度対比（削減人員） － 3 19 △11 △8 △14 △11

　前年度対比（削減率） － 0.7% 4.6% △2.6% △1.9% △3.4% △2.7%

公営企業会計 159 103 38 38 37 36 －

　前年度対比（削減人員） － △56 △65 0 △1 △1 △123

　前年度対比（削減率） － △35.2% △63.1% 0.0% △2.6% △2.7% △77.4%

全　会　計　　合　　計 567 514 468 457 448 433 －

　前年度対比（削減人員） － △53 △46 △11 △9 △15 △134

　前年度対比（削減率） － △9.3% △8.9% △2.4% △2.0% △3.3% △23.6%

人件費（単位：百万円）

H17実績 H18 H19 H20 H21 H22 H22とH17

の比較

普通会計 3,720 3,590 3,753 3,497 3,452 3,352 －

　前年度対比（削減金額） － △130 163 △256 △45 △100 △368

　前年度対比（削減率） － △3.5% 4.5% △6.8% △1.3% △2.9% △9.9%

公営企業会計 1,673 900 332 317 311 304 －

　前年度対比（削減金額） － △773 △568 △15 △6 △7 △1,369

　前年度対比（削減率） － △46.2% △63.1% △4.5% △1.9% △2.3% △81.8%

全　会　計　　合　　計 5,393 4,490 4,085 3,814 3,763 3,656 －

　前年度対比（削減金額） － △903 △405 △271 △51 △107 △1,737

　前年度対比（削減率） － △16.9% △9.0% △6.6% △1.3% △2.8% △32.2%

※　普通会計とは、一般行政部門（国民健康保険、介護保険を含む）と特別行政部門（教育

委員会）の合計。

※　公営企業会計とは、公営企業（水道、病院）と特別会計事業（簡易水道、下水道、漁業

集落排水、農業集落排水）の合計。

※　平成23年度から平成27年度の定員適正化計画は、10ページに別表として掲載。

　　　②財政の健全化

ア　職員の削減及び指定管理者制度の導入等による行政のスリム化

地方交付税制度の見直しにより、一般財源の減少は確実な情勢にあります。こ

うした中にあっても可能な限り住民サービスを低下させない行政運営を行うた

めには、経常的経費の削減が不可避です。したがって行政の役割や責任を見直し、

民間委託の推進や指定管理者制度の導入により職員を削減し、行政のスリム化を

図ります。

イ　財政計画の策定と情報公開による透明性の向上

中長期的な視点に立った財政計画を策定するとともに、将来への負担も配慮し

的確な財政分析と情報公開によって、住民にわかりやすく透明性の高い財政運営

を進めます。
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ウ　給与の適正化

平成17年人事院勧告に基づき給与構造を改革し、給料表を改定して職員の給料

月額を平均で4.8％引き下げるとともに、昇給制度の見直しを行います。

エ　補助金の適正化

　　　　　　補助金については、これまでも交付額の削減や終期の設定等を実施してきまし

たが、今後は、団体等への補助金は、必要性、有効性を更に厳しく吟味して、一層の

総額の削減を進めていきます。

　　また、公益性､公平性の観点から、補助金の内容や金額等について、個人情報の

保護に配慮しながら公表していきます。

オ　事務事業の見直し

　　　　　　厳しい財政状況の中では、「あれもこれも」ではなく、「あれかこれか」に事業を

選択しなければなりません。事務事業評価の実施により、すべての事務事業につ

いて見直しを行い、緊急度や優先度を重視して事業の重点化を図ります。　

カ　第三セクターの見直し

公の施設の管理業務のように、これまでは第三セクターが担ってきたが、指定

管理者制度の導入により民間で担うことが可能となった業務があります。民間で

できるものは民間に委ねるという方針で、第三セクターの縮小を図ります。

キ　自主財源の確保

交付税に依存する財政状況を改善していくため、市税収入の確保、受益者負担

の適正化、未利用財産の有効活用に積極的に取組むことにより、自主財源の確保

を図ります。
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○普通会計財政見通し（単位：百万円）

歳入

項　　目 H17見込 H18 H19 H20 H21 H22 H22とH17

の比較

地方税 5,093 4,998 5,190 5,177 5,123 5,109 16

地方交付税 4,778 4,350 4,788 4,658 4,532 4,409 △369

国・県支出金 3,063 2,541 2,865 2,474 2,567 2,403 △660

地方債 2,088 2,250 1,103 1,006 983 807 △1,281

その他 4,762 4,901 4,231 2,147 2,734 2,281 △2,481

合　　計（A） 19,784 19,040 18,177 15,462 15,939 15,009 △4,775

歳出

項　　目 H17見込 H18 H19 H20 H21 H22 H22とH17

の比較

人件費 3,720 3,590 3,753 3,497 3,452 3,352 △368

扶助費 2,264 2,368 2,392 2,416 2,440 2,464 200

公債費 1,929 2,179 2,093 2,133 2,043 1,982 53

普通建設事業費 2,541 1,785 3,084 1,555 1,692 1,172 △1,369

その他 9,035 9,118 6,855 5,861 6,312 6,039 △2,996

合　　計（B） 19,489 19,040 18,177 15,462 15,939 15,009 △4,480

歳入歳出差引額（A-B） 295 0 0 0 0 0 -

※　この財政見通しは、平成１８年３月現在の推計であり、毎年度予算編成後に策定する

　　中期財政見通しにより、変更・管理することとする。

※　財政見通し推計前提条件

・歳入は、三位一体改革による税源移譲及び臨時財政対策債の制度廃止に伴い、地方

税・地方交付税をH19で一時的に増額しているが、一貫して減少を見込む。国･県支

　　　出金や地方債等の歳出充当特定財源は、総合計画ローリングに従い事業を見込む。

　　・歳出は、人件費・公債費は期間中の見込みに基づく試算とし、扶助費及びその他は

　　　過去の傾向による。投資的経費は、総合計画ローリングに従い事業を見込む。

　　　人件費には、議員や消防団員の報酬、選挙や統計調査等に伴う臨時的な経費を含み、

　　　投資的経費には、災害復旧費や公有財産購入費など建設事業費以外の経費を含む。
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別表　定員適正化計画（H23～H27）

定員管理（単位：人）

H17実績 H23 H24 H25 H26 H27 H27とH17

の比較

普通会計 408 386 378 375 367 353 －

　前年度対比（削減人員） － △11 △8 △3 △8 △14 △55

　前年度対比（削減率） － △2.8% △2.1% △0.8% △2.1% △3.8% △13.5%

公営企業会計 159 36 36 36 36 36 －

　前年度対比（削減人員） － 0 0 0 0 0 △123

　前年度対比（削減率） － 0% 0% 0% 0% 0% △77.4%

全　会　計　　合　　計 567 422 414 411 403 389 －

　前年度対比（削減人員） － △11 △8 △3 △8 △14 △178

　前年度対比（削減率） － △2.5% △1.9% △0.7% △1.9% △3.5% △31.4%

人件費（単位：百万円）

H17実績 H23 H24 H25 H26 H27 H27とH17

の比較

普通会計 3,720 3,275 3,219 3,198 3,142 3,044 －

　前年度対比（削減金額） － △77 △56 △21 △56 △98 △676

　前年度対比（削減率） － △2.3% △1.7% △0.7% △1.8% △3.1% △18.2%

公営企業会計 1,673 304 304 304 304 304 －

　前年度対比（削減金額） － 0 0 0 0 0 △1,369

　前年度対比（削減率） － 0% 0% 0% 0% 0% △81.8

全　会　計　　合　　計 5,393 3,579 3,523 3,502 3,446 3,348 －

　前年度対比（削減金額） － △77 △56 △21 △56 △98 △2,045

　前年度対比（削減率） － △2.1% △1.6% △0.6% △1.6% △2.8% △37.9%

※　普通会計とは、一般行政部門（国民健康保険、介護保険を含む）と特別行政部門（教育

委員会）の合計。

※　公営企業会計とは、公営企業（水道、病院）と特別会計事業（簡易水道、下水道、漁業

集落排水、農業集落排水）の合計。
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