『佐世保市行財政改革アクションプラン』【概要資料】
～｢佐世保市行財政改革基本指針及び実施計画(集中改革プラン対応版)｣の改訂～

1. プランの策定にあたって(改訂の背景)
(1)｢第６次佐世保市総合計画｣の着実な推進
◇本市の行財政運営に関する計画の最上位に位置する｢第６次佐世保市総合計画｣の策定
(H20.3)及び推進。
(2)厳しくなる財政状況
◇昨今の経済危機等の社会経済情勢の急激な変化に加え、地方財政制度の改革(地方公共団
体財政健全化法:H19.6 制定)等を背景に、より一層の財政健全化に向けた取組みが急務。
(3)市町合併の進展
◇江迎町・鹿町町との合併の進展(H22.3.31 の合併に向け準備中)に伴い、効率的かつ効果的
な行政運営を実現するための体制整備が急務。

2. プランの内容について
(1)位置づけ
◇｢佐世保市行財政改革基本指針及び実施計画(集中改革プラン対応版)｣〔平成 17～21 年度〕
で示されている基本的な展開方向及び具体的な取組み等をベース
◇昨今の急激な環境変化への対応、関連する各種取組みの進捗状況等を考慮
◇改めて、市としての基本フレーム(定員管理の目標、財政見通し)を設定するとともに、そ
の実現に資する新たな取組みの要素や、引き続き重点的に取り組む個別項目等を整理
⇒これからの行財政改革における市の実行計画(アクションプラン)としての位置づけ
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(2)構 成

〔佐世保市行財政改革基本指針〕
行財政改革の目標(目指すべき行政像)
①安心･信頼：市民が安心し市民に信頼される行政
②創造･自立：自ら創造し自立する行政
③挑戦･変革：新たなことに挑戦し変革し続ける行政
行財政改革の基本方針

(1)行政活動の再構築

(2)行政体制の整備

(3)財政の健全化

(4)ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟの構築

≪取り巻く環境変化≫
◇厳しくなる財政状況

≪取り巻く環境変化≫
◇第６次総合計画の策定・
着実な推進

≪取り巻く環境変化≫
◇市町合併の進展

◆基本フレーム◆
【新たな定員適正化計画】
◎平成 19 年度から 5 年間で 250 人以上の定数削減を目指す。
【財政見通し】
◎平成 21 年度から 24 年度(4 年間)の収支不足額:約 31 億 2 千万円の解消を目指す。

◆重点的な取組み◆
※基本フレームの実現に資する新たな取組みの要素や重点的に取り組む個別項目等の整理
(1)行政活動の再構築

(2)行政体制の整備

(3)財政の健全化

(4)ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟの構築

①施策･事務事業の見直し
●行政評価の積極的活用
●公的関与の妥当性検討
●補助金等の適正化

①組織･機構の見直し
●組織･機構の見直し

①財政の健全化基本方針
の策定
●財政運営指針の見直し・
運用

①市民協働の推進
●市民協働のあり方の明示
●市民協働ｼｽﾃﾑの整備

②民間活力の活用
●民間委託等の推進
●指定管理者制度の活用
③情報化の推進
●市民ｻｰﾋﾞｽ分野の情報化
●庁内業務の電子化･情報化

②定員管理の適正化
●定員管理の適正化
●職員の適正配置

②財政基盤の強化
●収納率の向上
●財産の有効活用
●多様な資金調達､財源
調達

③給与等の適正化
●給与制度の適正化
●諸手当等の適正化
④人材の活性化
●人事評価ｼｽﾃﾑの見直し
⑤公営企業の経営健全化
●水道・下水道事業
●交通事業
●病院事業
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③財政負担の抑制
●債務の縮減･基金の確保
●財政力の強化

②情報共有の推進
●ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの活性化

(3)重点的な取組み〔主な新規要素(※取組みの実質的な進展･拡充等を含む)〕
行政活動の再構築
【施策･事務事業の見直し】
●行政評価の積極的活用
・行政サービス評価、市民による行政評価、公共事業等大規模プロジェクト評価の導入・運用
〔平成21年度～〕
●補助金等の適正化
・補助基準の改訂、補助率・負担率ガイドラインの策定、補助金の重点見直し 〔平成21年度〕
・減免基準の改訂、行政財産の使用許可・普通財産の貸付の重点見直し(減免等を含む)
〔平成22年度〕
・受益者負担ガイドラインの策定、使用料の重点見直し 〔平成23年度〕
【民間活力の活用】
●指定管理者制度の活用
・統一的なモニタリング制度の確立及び運用(検証評価への活用) 〔平成21年度～〕
【情報化の推進】
●市民サービス分野の情報化
・新電子自治体推進計画(仮称)の策定及び推進 〔平成21年度～〕
●庁内業務の電子化･情報化
・情報システムの全体最適化による標準化(共通機能の統合化) 〔平成22年度～〕
行政体制の整備
【組織･機構の見直し】
●組織･機構の見直し
・新たな合併も視野に入れた行政センター及び支所の組織・機構の見直し 〔平成19年度～〕
【定員管理の適正化】
●定員管理の適正化
・平成19年度から5年間で250人以上の定数削減 〔平成19年度～〕
●職員の適正配置
・江迎町・鹿町町職員の任用・配置 〔平成22年3月・4月〕
【給与等の適正化】
●給与制度の適正化
・勤務実績に応じた昇給制度の検討・導入(人事評価システム導入との連携) 〔平成19年度～〕
●諸手当等の適正化
・特殊勤務手当の検証・見直し 〔平成19年度～〕
【人材の活性化】
●人事評価システムの見直し
・人事評価システムの検討・導入 〔平成19年度～〕
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【公営企業の経営健全化】
●水道・下水道事業
・「佐世保市上下水道ビジョン」に基づく水道・下水道事業の健全化 〔平成19年度～〕
・経営体制の整備(経営管理部と事業部の２部体制、グループ制の導入) 〔平成21年度〕
●交通事業
・「中期改善計画」(平成21～25年度)として、事業全般にわたる抜本的な効率化 〔平成21年度～〕
・運行管理の受委託の検討・実施 〔平成21年度～〕
●病院事業
・「総合病院改革プラン」に基づく病院経営の健全化、医療圏における再編・ネットワークへの対応
〔平成21年度～〕
・新規の施設基準の取得(新生児入院医療管理加算、医療事務作業補助加算) 〔平成21年度〕
財政の健全化
【財政の健全化基本方針の策定】
●財政運営指針の見直し・運用
・財政運営指針の見直し・運用 〔平成21年度～〕
【財政基盤の強化】
●収納率の向上
・債権処理基準の策定・債権回収マニュアルの作成及び運用 〔平成21年度～〕
・債権管理条例の制定及び運用 〔平成22年度～〕
・債権の一元的管理体制の検討 〔平成22年度～〕
●財産の有効活用
・財産の総点検 〔平成 21 年度～〕
・財産処分・運用計画の策定及び推進、財産処分・運用業務の民間活力の活用
〔平成 22 年度～〕
・財産の一元的管理体制の検討 〔平成 22 年度～〕
・公金管理の最適化に向けた研究 〔平成 21 年度～〕
●多様な資金調達､財源調達
・広告事業実施要綱に基づく有料広告の導入、有料広告媒体の拡大 〔平成 19 年度～〕
【財政負担の抑制】
●債務の縮減・基金の確保
・プライマリーバランス(実質方式)の黒字、基金の確保(特定目的基金の適正規模の検証など)
パートナーシップの構築

【市民協働の推進】
●市民協働のあり方の明示
・市民協働推進計画の推進(推進体制の整備、市民協働推進条例(仮称)の制定是非の検討等)
〔平成 20 年度～〕
・地域協働のあり方の研究及び方策の展開 〔平成 19 年度～〕
●市民協働システムの整備
・提案型公募事業の段階的な展開 〔平成 21 年度～〕
【情報共有の推進】
●コミュニケーションの活性化
・広聴担当職員の配置等による体制の充実 〔平成 21 年度～〕
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3. プランの推進について
◇｢佐世保市行財政改革推進本部｣を中心とした推進体制のもと、各部局の政策課が先導役と
なり、各部署における役割に応じた実働をもって、全庁的な取組みの展開を図る。
◇｢行財政改革特別委員会｣(佐世保市議会)や｢佐世保市行政改革懇話会｣(外部の任意機関)
を通じ、議会や市民等から幅広く意見を聞きながら、本プランの進行管理を行うとともに、
その進捗状況については報告書等により市民に広く公表する。

【推 進 体

制】

〈庁 内〉

管

市

理

指示

〈外部(議会・市民)〉

長
報告
説 明

行財政改革特別委員会

佐世保市行財政改革
推進本部
[本部長]

(設置目的)

意見・指摘

末竹副市長

[副本部長] 川田副市長

説 明
佐世保市行政改革懇話会

行財政改革推進局長
(委

員)企画部長、総務部長、

意見・指摘
※市民のニーズに対応できる行政をめざした

財務部長、水道局長、交通局長、

行政改革の推進に対する意見

総合病院長、教育長、消防局長、
その他本部長が指名する者

進捗状況の公表

行財政改革推進局(事務局)
意見など
指示
実

働

※財政の健全化、効率的な行財政運営の推進

連絡調整

政策課
各部局課
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