
 



集中改革プラン 

国は，平成１７年３月，全国の地方公共団体に「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」（新地方行

革指針）を通知し，簡素で効率的・効果的な地方行政体制の整備を図るため，平成１７年度を起点として平成２１年度まで

の５年間を改革期間とする集中改革プランを策定することを求めています。 

そのため，本市では，行財政改革計画の理念に基づき鈴鹿市集中改革プランを策定しました。基本的な内容は，鈴鹿市行

財政改革実施計画と同様ですが，鈴鹿市集中改革プランの改革期間は，平成１７年度から平成２１年度までの 5 年間になっ

ています。第５次鈴鹿市総合計画（みんなで築く鈴鹿夢プラン）と合わせて策定された鈴鹿市行財政改革計画（平成１８年

度から平成２０年度）と重なるものであり，鈴鹿市行財政改革推進委員会（有識者５人で構成）により毎年評価，検討し改

革事項の再構築を図ります。 

 
 
 【改革期間】 

１７年度 １８年度 ２０年度 １９年度 ２１年度 

行財政改革計画実施計画 

集中改革プラン 
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17 18 19 20 21 NO 新・継

1 1-1-1 新規 企画課

2 - 企画課

3 1-2-1 継続 財政課

4 1-4-1 新規 生涯学習課

5 1-4-2 新規 子育て支援課

6 1-4-3 新規 子育て支援課

7 1-4-4 新規
道路整備課
道路用地課

8 1-4-5 新規 営業課

9 1-4-6 継続
教育総務課
学校教育課

指導課

料金事務電算システムの更新及び検
針法人委託

少子化や保育ニーズの変化により園児の確保が困難となっている。ま
た，施設の老朽化による建て替え時期を迎える幼稚園において統廃
合を講じるなど私立幼稚園と連携しながら，4園の休園を検討するなど
公立幼稚園の適正規模化を図る。

公立幼稚園の効率化

電算システムの更新とこれを一体化したソフトを併せ持つ多機能ハン
ディ機器を導入すること。また，検針業務を法人委託することにより，
料金委託業務の効率化を図る。

集中改革プラン（平成１7～２1年度）　

●改革の取組み

改革事項 担当課NO

  （1）　事務・事業の再編・整理，廃止・統合

 　行政の責任領域を改めて見直し，行政関与の必要性，行政効果・効率等を十分吟味して，事務事業の抜本的な見直しを検討します。特に，時代の流れや社会経済情勢の
変化などにより，初期の目的を達成したものや業務量が減少したものについては，廃止・統合・縮小するなどの見直しを行います。

行財政改革計画目標期間
改革内容

政策幹部会議
政策幹部会議の位置付けを強化し，現在部長級等で組織される各種
会議を廃止するとともに，平成18年度からは新規の設置についても認
めないこととし，全ての政策の意思決定機関とする。

行政評価の推進

事務事業評価を基礎に，平成18年度より第５次総合計画に合わせて
施策評価を導入する。施策評価の導入により，事務事業の相対評価
が可能となり効果的で効率的な行政運営が図れるとともに，総合計画
の進行管理が行える。

資源の集中配分と庁内分権

資源重点配分方式に基づく，実施計画の事業選択において，市長とし
ての重点施策として実施する。戦略的事業・重要事業を明確にし，集
中して財源を投入する。また，その他の事業については，各部局に分
権する。

成人式の式典のみ行政で実施し，それ以外のイベント部分を成人式
実行委員会に委ねる。行政は成人式実行委員会に1時間程度の会場
使用権を提供し，そのイベント部分に対する補助金を交付する。

成人式の簡素化

一人親家庭の記念品贈呈の廃止
一人親家庭の小学校入学児童及び中学校卒業生徒に記念品を贈呈
しているが，一人親家庭児童の経済的支援は児童扶養手当等で行っ
ているため平成18年度より廃止の方向で検討する。

公立保育所の定員適正化
10箇所（定員1,240人）の公立保育所を，地域の子育て支援の拠点施
設として活用するためにも，平成20年度までに，通所児童の定員を
100人削減し，その削減分については民間保育所で保育を実施する。

道路の用地取得方法の見直し
道路改良事業の用地取得の基準は原則改良後の有効幅員により，寄
付と買収に分かれている。幅員5.5Ｍ以上の用地は全面積を買収して
いたが，幅員4Ｍの部分については平成20年度より寄付扱いとする。
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17 18 19 20 21 NO 新・継
改革事項 担当課NO

行財政改革計画目標期間
改革内容

10 1-4-7 新規
消防署
消防課
予防課

11 1-4-8 継続 市民課

12 1-5-1 新規 人事課

13 1-5-2 新規 市政情報課

14 1-5-3 継続 管財営繕課

15 1-5-4 新規 都市計画課

16 1-5-5 新規 教育総務課

17 1-5-6 新規 消防課

18 1-5-7 新規 消防課

19 4-2-1 新規 地域課

20 - 教育総務課

市民参加に関する条例の制定 平成19年度中に，市民参加の手法を用いて制定する。

平成21年度までに，土曜日・日曜日及び休日にも利用できる窓口の検
討を行う。

証明窓口の充実

職員の出退勤システムの導入

庁内ランを活用した職員の出退勤システムを導入し，休暇取得日数，
時間外勤務手当等の集計・支給事務を効率化し，庶務事務の軽減を
図る。これに伴ない，職員の休暇取得状況，時間外勤務状況等がリア
ルタイムに把握でき，自己管理及び所属長の職場マネージメントが一
層的確に行える。

情報システムのオープン化

屋外広告物簡易除去事務の嘱託委
任及び民間委託

レガシーシステムをオープンシステムに移行し，平成22年度までに年
間経費を40％削減する。

現在の各所管課管理の公用車のうち，業務に必要な所管管理車両を
除き，集中管理車両として，稼働率の向上を図り，公用車の台数を平
成20年度までに10％削減する。

公用車の保有減数の見直し及び排
気量の軽減化

消防車両の更新時期の見直し及び
車両・資機材の再利用

消防分団車両の更新計画の見直しと積載資機材の再利用を図り，更
新経費の削減を推進する。さらに車両の再利用として，ＮＯＸ・ＰＭ法に
よる更新は，他市で使用が可能であり，リサイクルで使用することが望
ましいことからも売却して歳入に充てる。

市独自の景観条例を制定し景観行政団体と成るべく，人員の集中投
資を行う。正規職員で行っている除去作業を嘱託職員及び民間委託
（シルバー人材センター等）で行う。

学校事務嘱託職員のパート化

本来，県の事務である学校事務は県費の事務職員が配置されてい
る。中学校については規模が大きいことから市費の事務職員を別途配
置している。県では学校事務の効率化を図るため，事務の共同実施を
進めており，市もこれに合わせ平成20年度に8人の嘱託職員をパート
職員に切り替えるものである。

教育長車運転業務の廃止

平成12年度まで正規職員・技能員（運転手）を雇用。平成13年度から
平成15年度まで嘱託職員を運転手として雇用。平成16年度はシル
バー人材センターへ運転業務委託した。平成17年度より，運転業務委
託を廃止し，教育長が出張する用務の所管課職員が運転をすることと
した。

消防本部・消防署で使用している公用車両の見直しを図り，保有車両
の減数を図るとともに，緊急車両以外の公用車について，排気量の削
減に努める。

公用車の維持管理の見直し

応急手当普及講習の講師は主に消防職員3名が1組となり指導をして
いるが，今後は，嘱託職員を採用し応急手当指導員とする。また，住
宅防火の啓発及び防災訓練指導についても同様とする。

消防における嘱託職員の採用
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17 18 19 20 21 NO 新・継

21 1-3-1 新規 総務課

22 1-3-2 新規 男女共同参画課

23 1-3-3 新規 スポーツ課

24 1-3-4 新規 産業政策課

25 1-3-5 新規 開発整備課

26 1-3-6 新規 教育総務課

27 1-3-7 継続
教育総務課
学校教育課

28 1-3-8 継続 子育て支援課

29 1-3-9 新規 土木総務課

30 1-3-10 新規 市街地整備課

31 1-3-11 新規 農林水産課

32 1-3-12 新規 予防課

　（2）　外部委託等の推進　

　公共サービスの担い手は行政だけではないとの観点から，民間に任せた方が経費の削減を図ることができるもの，市民サービスの向上が期待できるものに関しては，PFIや指定管理者制度
といった新しい考え方や動向も加味し，事業の外部委託について検討していきます。

●改革の取組み

NO 改革事項 改革内容
目標期間 行財政改革計画

担当課

外部委託推進方針の策定
行政運営のより一層の効率化に向け，平成18年度に本市の実施している事
業について外部委託推進方針を策定する。

男女共同参画センターの指定管理者制度の導
入

施設管理やセンター事業のより一層の事業の充実化を図るため，平成21年
度までに指定管理者制度に移行する。

市立体育館・武道館・市立テニスコートの指定
管理者制度の導入

業務のより一層の充実，経費削減を図るため，平成20年度より指定管理者
制度に移行する。

不燃物リサイクルセンター2期事業へのＰＦＩ導
入可能性の検討

2期事業建設にあたり，民間委託することにより経費の削減・市民サービス向
上が期待できるか平成18年度中にＰＦＩ導入について検討する。

勤労青少年ホームの指定管理者制度の導入
業務のより一層の充実，経費削減を図るため，平成19年度より指定管理者
制度に移行する。

神戸・平田野中学校移転施設整備へのＰＦＩ導
入可能性の検討

両校の移転に伴う施設整備について，平成18年度中にＰＦＩ導入の可否を検
討する。

学校給食調理のセンター化及び民間委託・民
営化の検討

効率的な運営を図るため，単独校方式を共同調理方式へと移行していく中
で，民間委託・民営化も検討していく。平成20年度に飯野給食センターを建て
替えして平成27年度までに第２期センターを建設する。

防火管理者資格取得講習会の民間委託 経費削減を図るため平成19年度から民間団体に委託する。

公立保育所の民間委託・民営化の検討
平成20年度中に，官民保育所のあり方を検討して，民間保育所でできる部分
は民間に任せて，公立保育所は民間保育所の補完的な役割を中心にする。

官民境界確認業務の民間委託への検討
平成19年度中に，官民境界の確認業務について，民間に任せた方が経費の
削減を図ることができるか，また，市民サービスの向上が期待できるか等に
つき，詳細に検討する。

大規模な公園の民間委託
大規模な都市公園の維持管理について，段階的に指定管理者制度の導入
を図っていく。

水田協議会のＪＡ鈴鹿への移管
水田協議会は，国により決定された行政ルートの配分がなくても、農業者や
農協など農業者団体が地域の販売戦略に基づき自主的・主体的に需給調整
するものです。平成20年度より，同会事務局をＪＡ鈴鹿に移管する。
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17 18 19 20 21 NO 新・継

33 3-1-1 新規 人事課

34 3-2-1 新規 人事課

35 3-2-2 新規 学校教育課

36 3-2-3 新規 指導課

37 3-3-1 継続 人事課

38 3-4-1 継続 人事課

39 3-4-2 継続 人事課

40 3-4-3 新規 人事課

定員適正化計画の策定・推進

定員適正化計画を策定し，計画的な職員採用と一層適正な人員配置
をめざす。また，再任用職員や臨時・嘱託職員の活用促進，高度な専
門知識や技術を持った人材の確保等について検討を行う。
【平成22年度までに23人削減し，平成26年度までに5％削減】

現在，語学指導等外国人ＳＥＦ５名，ＡＬＴ１名の６名を小中学校及び幼
稚園に派遣し，英語指導や英語科活動を通して国際理解教育の推進
に努めている。この語学指導等外国人のＡＬＴ１名の削減を行い，地域
における外国人の人材を臨時職員として任用し，より効果的な配置と
指導体制をとり，経費の節減を図る。また，ＳＥＦの賃金の減額を行う。

現在，２名配置の幼稚園については正規職員１名と嘱託職員１名を雇
用しているが，小規模園においては，嘱託職員の代わりに臨時職員を
任用することで，経費節減を図る。

小規模幼稚園における職員の配置

語学指導等外国人の配置

組織機構改革の実施
新たな総合計画の事業体系に対応した市民に分かりやすく簡素な組
織であるとともに，指揮命令系統と責任の所在が明確な組織体制の
確立をめざし，平成19年度に実施する。

所属長による職員の業務分担の的確な把握や業務の適切な進行管
理，ノー残業デーの徹底，週休日の振替え推進などを進め，時間外勤
務手当の抑制を図る。
目標　　前年度対比　１％の削減

人事評価制度の構築
職員の適性や強み弱みを把握し，業務を通じて指導育成を行うため，
平成20年度を目標に，新たな人事評価制度を構築する。また，この結
果を昇格や人事異動に反映し，適正な配置に努める。

時間外勤務手当の抑制

職員研修等の充実

人材育成基本方針を策定し，これに基づき，実務と一体化した職員研
修計画を平成18年度に定めて，専門的能力，政策形成能力に優れた
職員の育成に努める。また，現在検討中の人事評価制度や職員配置
等との連携を検討していく。

特殊勤務手当の見直し
特殊勤務手当について，月額支給手当の廃止など勤務実態に応じた
手当の見直しを平成19年度に行う。

　（3）　定員管理及び給与の適正化　

担当課
目標期間・値

改革内容改革事項
行財政改革計画

　地方分権の進展に伴い必要とされる政策形成能力や専門的知識を持った人材を育成するとともに，職員の意欲を引き出し，より質の高い行政サービスを提供するため，公
務員制度改革を見据えた新たな人事制度を構築する必要があります。また，総合計画の事業体系に応じた分りやすい組織体制を構築するとともに，アウトソーシングや業務
執行方法の見直しに基づいた定員適正化計画を策定します。

●改革の取組み

NO
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17 18 19 20 21 NO 新・継

41 1-4-9 継続 管財営繕課

42 1-4-10 継続
管財営繕課
秘書広報課

文化課

外郭団体の統廃合及び業務の整理
合理化等の検討

外郭団体の経営の安定と業務の効率化を図るため，組織，業務のあ
り方を見直し，統廃合及び業務の合理化を検討する。
①財団法人鈴鹿市事業管理公社
②財団法人鈴鹿国際交流協会
③財団法人鈴鹿市文化振興事業団

行財政改革計画
担当課

土地開発公社の健全化の推進 鈴鹿市土地開発公社について経営の健全化を推進する。

NO 改革事項 改革内容
目標期間・値

　（4）　外郭団体の見直し　

　外郭団体の経営について，公的関与のあり方を見直したり指定管理者制度の導入など取り巻く環境の変化により，大きな影響が及んでいる。外郭団体については，経営に安定
化，管理運営の効率化を図り設立目的との整合性を取りながら統廃合・整理等見直しなどを行う。

●改革の取組み
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17 18 19 20 21 NO 新・継

43 2-1-1 継続 財政課

44 2-1-2 継続 市民課

45 2-1-3 継続 子育て支援課

46 2-1-4 新規 建築指導課

47 2-2-1 継続 納税課

48 2-2-2 継続 管財営繕課

49 2-3-1 新規 下水建設課

50 2-3-2 継続 財政課

51 2-3-3 新規 文化課

52 2-3-4 新規 文化課

　（5）　経費節減等の財政効果

　長引く景気の低迷に伴い国・地方ともに財政状況は一層厳しさを増しており，健全な財政体質の実現に向けた財政の立て直しが，自治体の大きな課題となっており，今後更に進
展すると予想される少子高齢に伴う財政需要の増大等を考慮すると，地方自治体においては一層効率的・効果的な行財政運営が求められるところです。本市においても，税収の
確保や受益者負担の見直しを行うとともに，日頃から経営感覚を持って事業の効率的・効果的な事業運営に心掛けるなど，健全な財政運営に努めます。

●改革の取組み

NO 改革事項 改革内容
目標期間・値 行財政改革計画

担当課

使用料，手数料等の見直し
各種施設の使用料，事務手数料，負担金などの受益者負担につい
て，適正な金額設定かどうかの検証を行い，負担の適正化を行う。

住民票の写し及びその他証明書交付
手数料の見直し

特定の市民に提供するサービスの対価である手数料は昭和57年４月
に見直し以来，改正していないため，平成20年度を目処に，近隣市町
村と歩調を合わせ改正する。

保育料の見直し
平成13年度に改正。定率減税の縮減など税制改革の行方は，保育料
算定にも影響を及ぼすのでその動向を見据えつつ，保育料の適正化
を検討し，平成19年度より実施する。

建築行政に係る手数料の見直し
建築行政に係る各種手数料について適正な負担になっているか検証
し，必要に応じて手数料条例の改正を行う。

市有財産の活用等の検討
具体的な利用計画のない土地や不要となった資産については，有効
な活用を検討するとともに民間等への売却を図る。

自主納付と滞納対策

口座振替等による自主納付・納期内納付の啓発活動や休日・夜間窓
口の開設などを実施して利便性の向上を図るとともに，税の公平性か
ら滞納者に対して滞納処分を厳正に行う。
【現年度収納率平成20年度97.82％】

適補助制度の活用

現在，金沢川上流域の浸水対策として準用河川改修事業を進めてい
るが，一部を同事業から下水道事業へ変更することにより，以下の2点
において財源確保が有利となる。
　①補助率が，1/3から1/2に向上する。
　②国全体での予算配分額が大きく，年度あたり補助金額の増額が見
込める。

補助金の見直し
各種補助金の新設，休廃止，見直し等を行うにあたり，外部の意見を
取り入れることにより，より適正な補助金のあり方を定める。

鈴鹿市文化振興事業団への補助金
の見直し

継続事業の洗い出しを行い，事業効果が低い事業の中止・廃止を行
い，市民が望む新たな事業等を企画する。

文化団体への補助金の見直し
団体の各分野への画一補助金を見直し，各分野が行う事業の中で精
査したものに対して，事業補助を行う。
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17 18 19 20 21 NO 新・継
NO 改革事項 改革内容

目標期間・値 行財政改革計画
担当課

53 2-3-5 新規 障害福祉課

54 2-3-6 新規 子育て支援課

55 2-3-7 新規 子育て支援課

56 2-3-8 新規 農林水産課

57 2-3-9 新規 人権教育課

58 - 産業総務課

身体障害者手帳交付申請診断書料
助成金の廃止

身体障害者が身体障害者手帳の交付申請時に添付する診断書に要
する費用の一部を助成することにより，手続きの負担を軽減することに
より福祉の増進を図ることを目的に平成4年度に創設された。しかし，
他の障害者手帳の交付申請時には助成を行っていないことから，公
平性が保たれていないなどから平成18年度より廃止を検討する。

社会見学の補助金の廃止

母子父子家庭小学生の激励会の目的で，夏休み期間に「夏の集い」
を実施して会員相互の親睦と自助機能の向上を図ってきたが，一部の
家庭にしか支援することができないため平成18年度より廃止の方向で
検討する。

労働関係団体への補助金の見直し
事業内容の精査を行い，合理化等を要請し，全体経費の削減を求め
ることにより，補助金額を削減する。

放課後児童健全育成事業補助金の
配分方式への見直し

現在15ヶ所で放課後児童健全育成事業を実施している。当市では公
設から民設による放課後児童クラブの新設を進めている関係で，補助
金運営費において民設民営加算の割合が増加する傾向が認められる
ため，「鈴鹿市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱」において，
民設民営加算額を固定して，配分方法を採用して軽減を図る。

集団転作市単独補助金の見直し

現在，市費にて転作作物における奨励金として，種子代金，肥料代
金，農薬代金を助成しているが，水田農業ビジョンに基づき，より高品
質な転作作物の生産をめざし，平成18年度より産地づくり推進交付金
を活用助成する。

鈴鹿市人権・同和教育研究協議会補
助金の見直し

鈴鹿市人権・同和教育研究協議会は，1100余名の会員から会費を徴
収して人権・同和教育の推進に取り組んでいる。組織運営を支援する
ための補助金を見直す。
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●鈴鹿市集中改革プラン効果額
（単位：千円）

基本項目 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 計 備　　考

（1）　事務・事業の再編・整理，廃止・統合 -1,704 29,294 57,658 118,768 135,264 339,280

（2）　外部委託等の推進　 0 0 -800 -1,004 -5,004 -6,808
外部委託等の推進による職員削減分は，
(3)「定員管理及び給与の適正化」に含
む。マイナスは，外部委託に必要な経費。

（3）　定員管理及び給与の適正化 96,772 121,771 151,081 204,650 249,190 823,464

（4）　外郭団体の見直し　 0 0 0 0 0 0 効果額未定。

（5）　経費節減等の財政効果 22,523 37,473 38,998 41,147 41,247 181,388

合　　　計 117,591 188,538 246,937 363,561 420,697 1,337,324

※ 効果額とは，改革の効果によって得られる削減額のことです。効果額には，改革に要する必要経費が含まれています。
※ 現時点での概算額であり，改革効果を効果額として表すことができないもの，効果額が未定なものについては，計上していません。
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