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Ⅰ 行政改革の必要性 

 １ 行政改革の目的 
   行政改革は、市民満足度の向上を最上位の目的とし、市民の行政ニーズ

に的確に応え、市民にとって真に必要なサービスを最少の経費で最大の効

果を上げるよう提供するために、現行の施策、組織･機構、制度、運営方法

等行政の全般にわたって改善していくことです。 
 
 ２ これまでの取り組み 

 1 月 「地方公共団体における行政改革推進の方針(地方

行革大綱)の策定について」(自治事務次官通達) 
「成田市行政改革推進本部」設置 

昭和 60 年

 4 月 
「成田市行革大綱策定懇談会設置要綱」決定 

昭和 61 年  3 月 「成田市行政改革大綱」策定 
昭和 63 年  6 月 「成田市行政改革推進本部」に「ＯＡ部会」設置 
平成  5 年 10 月 「成田市行政改革推進本部」に「事務事業検討委員

会」設置 
平成  6 年 10 月 「地方公共団体における行政改革推進のための指

針の策定について」(自治事務次官通知) 
「成田市行政改革基本方針及び重点事項について

(指針)」の策定 
 4 月 

「成田市行政改革推進本部」に 3 部会設置 

平成  7 年

10 月 「成田市行政改革懇談会」設置 
平成  8 年 12 月 「成田市新行政改革大綱」及び「成田市新行政改革

推進計画」策定 
 4 月 「成田市行政改革推進委員会」設置 平成  9 年

11 月 「地方自治・新時代に対応した地方公共団体の行政

改革推進のための指針について」(自治事務次官通

知) 
平成 11 年  3 月 「成田市第 3 次行政改革大綱」及び「成田市第 3 次

行政改革推進計画」策定 
平成 14 年  3 月 「成田市第 4 次行政改革大綱」及び「成田市第 4 次

行政改革推進計画」策定 
 3 月 「地方公共団体における行政改革の推進のための

新たな指針の策定について(新地方行革指針)」(総務

事務次官通知) 

平成 17 年

10 月 「成田市第 5 次行政改革推進計画」策定 
 

  



 ３ 行政改革による成果 
   成田市では、平成 14 年 3 月に「成田市第 4 次行政改革大綱」を策定する

とともに、大綱に定められた改革の体系に基づき、改革の具体的な取り組

み事項を定めた「成田市第 4 次行政改革推進計画」を策定し、地方分権(※
1)社会にふさわしい自治体経営の確立と、市民満足度の向上に努めてきま

した。計画期間(平成 14～16 年度)の行政改革の成果は、下記のとおりとな

っています。 
 
  (1) 達成率  
    「成田市第 4 次行政改革推進計画」には、69 の措置事項が定められて

いましたが、３年間の達成率は下記のとおりでした。 
計画年度 達成済措置事項数 達成率 

平成１４年度 ５０事項 72.46％ 
平成１５年度 ５７事項 82.61％ 
平成１６年度 ６３事項 91.30％ 

  
  (2) 財政的な効果 
    「成田市第 4 次行政改革推進計画」の実施による財政的な効果は、定

員・給与の適正化、民間委託の推進や補助金の適正化などによる歳出の

縮減額で 637,165 千円、手数料、保育料の見直しなど歳入の増加額で

60,167 千円となっており、合わせて 697,332 千円でした。 
       第 4 次行政改革推進計画実施による財政的効果 

措置事項 歳出縮減額 歳入増加額 

庁用車の調達方法の検討 6,400  
事務事業評価システムの本格実施 12,907  
民間委託の推進 36,091  
定員の適正化 87,325  
給与の適正化 378,915  
食糧費の適正化 5,193  
用品調達基金の抑制 5,208  
納期前納付報奨金制度の見直し 38,222  
市税徴収対策の推進 2,539 
使用料・手数料の見直し 15,605 
保育料の見直し 42,023 
補助金の適正化 66,904  

637,165 60,167 
合  計 

697,332 
                                    (単位：千円)

  



 ４ 社会情勢の変化 
   国および地方公共団体は、構造改革と地方分権の大きな流れの中にあり、

国においては改革を基本路線とし、「国から地方へ」「官から民へ」の方針

の下、権限と財源を地方へ移譲することで、地方の自主性の発揮と住民や

企業の活力による持続的な発展を図るとしています。 
   一方、地方公共団体は、税収の伸び悩みや地方交付税の大幅な減少など、

歳入環境は極めて厳しく不透明な状況にあり、歳出面においても多様化す

る市民ニーズや時代の変化に対応した諸施策の実施など、行政需要はます

ます増加しています。 
   このような中で地方公共団体は、自らの意思と努力、自らの能力と責任

において、自らの幸福を追求する地方自治新時代を迎え、それぞれが持つ

特徴を生かした行政運営を模索し、実践する必然性が益々強くなってきて

います。 
  
 ５ 更なる行政改革の必要性 
   少子高齢化による人口減少時代を目前に控え、国地方を通じた厳しい財

政状況の中で、今後、地方公共団体が中心となって住民の負担と選択に基

づき各々の地域にふさわしい公共サービスを提供する分権型社会システム

に転換していく必要があります。 
   成田市においては、これまで、市民の視点に立った行政運営を目指し、

限られた財源の中で、多様化する市民のニーズに応えながら、健全な自治

体運営を堅持していくために、最少の経費で最大の効果を上げることを目

標に、行政運営のスリム化に努めてきました。 
   しかし、合併によるサービス水準の均一、新市建設計画事業の実施や基

盤整備の格差是正等の財政負担の増加や、成田新高速鉄道整備事業、新清

掃工場建設事業などの大規模事業の実施による財政負担の増加が見込まれ、

今後の財政運営は大変厳しい状況にあります。 
   こうした中にあっても、将来にわたり安定した行政サービスを提供して

いくためには、より一層簡素で効率的な行政運営を目指し、行政改革に取

り組んでいかなければなりません。 

  



Ⅱ 集中改革プランの策定 

 １ 新地方行革指針の概要 
   平成 16 年 12 月 24 日に閣議決定された「今後の行政改革の方針」を踏ま

え、総務省は、「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)」を策定し、平成 17 年 3 月 29 日に各地方公共団体に通

知しました。この「新地方行革指針」では、すべての地方自治体に対し、

「行政改革大綱」の見直しと「集中改革プラン」の公表及び住民に対する

「説明責任の確保」を求めています。 
 
  （1）行政改革大綱の見直し 
     行政組織運営全般について、計画策定(Plan)→実行(Do)→評価(Check)

→改善(Action)の「PDCA サイクル(※2)」により不断の点検を行いつ

つ、新たな行政改革大綱等の策定又は従来の行政改革大綱の見直しを行

うことを求めています。 
 
  （2）集中改革プランの公表 
     行政改革大綱に基づき具体的な取り組みを集中的に実施するため、次

の 7 つの事項を中心に平成 17 年度を起点とし、おおむね平成 21 年度

までの具体的な取り組みを住民にわかりやすく明示した計画（以下「集

中改革プラン」という。）を平成 17 年度中に策定し、公表することを

求めています。 
① 事務・事業の再編、整理、廃止・統合 
② 民間委託等の推進（指定管理者制度の活用を含む。） 
③ 定員管理の適正化 
④ 手当の総点検をはじめとする給与の適正化 
⑤ 第三セクターの見直し 
⑥ 経費節減等の財政効果 
⑦ その他 

     
  （3）説明責任の確保 
     集中改革プラン等の策定にあたっては、広報紙・ホームページを通じ、

住民等にわかりやすい形で公表すること。また、PDCA サイクルの各

過程において住民等の意見を反映する仕組みを整えることを求めてい

ます。 
 

  



 ２ 成田市の取り組み 
(1) 行政改革大綱の見直し 

    成田市では、昭和 61 年 3 月に「成田市行政改革大綱」を策定して以来、

これまで三度に渡り全面的な見直しを行い、平成 14 年 3 月に現行の｢成

田市第４次行政改革大綱｣を策定しました。 
    大綱の中では、社会環境や時代の変化等により、必要に応じて見直し

を図るとしており、「成田市第 5 次行政改革推進計画」の策定にあたり、

大綱見直しの必要性も検討しましたが、次の理由により、平成 17 年度に

おいては行政改革大綱の見直しを見送ることにしました。 
 

① 行政改革大綱は、行政改革に関する基本的な考え方や方針を示したも

のであり、実施計画である行政改革推進計画の計画期間(3 年)よりも

長いスパンで捉えるべきものである。 
② 「成田市第 4 次行政改革大綱」で体系づけされている改革事項には、

現在取り組むべき項目が盛り込まれている。 
③ 「新地方行革指針」により策定が求められている「集中改革プラン」

で策定・公表すべきとされる 7 つの事項は、いずれも行政改革大綱に

定められた改革の体系の中に盛り込まれている項目である。 
④ 平成 18 年 3 月 27 日には下総町、大栄町との合併が行われ、合併後の

新市において改めて行政改革大綱の見直しを検討する必要がある。 
 

(2) 集中改革プランの公表 
   ① 集中改革プランの策定 
      ｢成田市第４次行政改革大綱｣では、「簡素で効率的な行政の推進」

と「市民ニーズや社会環境の変化に的確に応える行政の推進」の２つ

の視点から、地方分権社会に的確に対応した行政システムの構築に向

けてそれぞれの課題に取り組むこととし、大綱に基づき、3 年間を推

進期間とした行政改革推進計画を策定し、その推進を図るものとして

います。 
      成田市では、当初、「成田市第 5 次行政改革推進計画」を「集中改

革プラン」に位置づけることを検討しましたが、計画期間や計画項目

が異なることから、「集中改革プラン」は、「成田市第 5 次行政改革推

進計画」の中に必要な項目を盛り込んだ上で、計画期間を５年とし、

平成 17 年度中に別に策定することとしました。 
 

  



   ② 公表する項目 
      成田市の「集中改革プラン」は、「新地方行革指針」に掲げられた

事項を中心に次の 6 項目について、住民にわかりやすく公表していく

ものとします。特に、定員管理の適正化については、平成 22 年 4 月 1
日における明確な数値目標を掲げていくこととします。 

 
○ 事務事業の整理合理化 
○ 民間委託等の推進（指定管理者制度の活用を含む。） 
○ 定員管理及び給与の適正化等 
○ 外郭団体の見直し 
○ 経費の節減合理化等の財政の健全化 
○ その他 
 ・地域協働の推進 
 ・公正の確保と透明性の向上 
 ・電子自治体の推進 

 
   ③ 計画期間 
      計画期間は、平成 17 年度から平成 21 年度までの 5 年間とし、期間

中、必要に応じ見直しを行います。 
 
   ④ 公表、見直し等 
      集中改革プランの公表、見直し等を行う時には、パブリックコメン

トの実施等、市民の意見を反映する仕組みを整えます。 
 
   ⑤ 推進体制 
      集中改革プランの総合的かつ組織的な推進を図るため、全庁を挙げ

て改革に取り組むとともに、市長を本部長とする「成田市行政改革推

進本部」において、進行管理を行います。 
 
   ⑥ 進捗状況の公表等 
      集中改革プランに基づく行政改革の進捗状況は、広報紙、ホームペ

ージ等を通じて公表していきます。 
      

  



Ⅲ 集中改革プランによる取り組み 

主な取り組みと目標 

 １ 事務事業の整理合理化 

  ○ 行政評価の拡充、外部評価の導入、評価結果の公表を行います。(19 年度)  

  ○ 敬老祝い金等贈呈事業を見直します。(19 年度)  

  ○ 事業の見直しや新たなサービスの提供を進めたうえで、移動図書館事業を廃

止します。(21 年度)  

 ２ 民間委託等の推進(指定管理者制度の活用を含む。) 

  ○ 民間委託を推進するため、委託に関する指針を策定します。(18 年度)  

  ○ 指定管理者制度を導入します。また、直営で管理する施設についても同制度

の活用を検討します。(18 年度)  

 ３ 定員管理及び給与の適正化等 

  ○ 平成 22 年 4 月 1 日現在の職員数を、平成 17 年 4 月 1 日現在の 1,249 人(成

田市 962 人、下総町 100 人、大栄町 138 人、佐原市外五町消防組合 49 人)より

60 人(4.8％)削減し、1,189 人とします。 

  ○ 高齢層職員の昇給抑制措置として、現行の 58 歳延伸 60 歳停止措置を 58 歳

停止措置に改めます。(18 年度)  

  ○ 定年退職時の特別昇給を廃止します。(18 年度)  

  ○ 調整手当の支給率を、10％から 8％に引き下げます。(17 年度)  

 ４ 外郭団体の見直し 

  ○ 経営改善計画に基づき、外郭団体の自立的経営を促進します。(18 年度)  

 ５ 経費の節減合理化等の財政の健全化 

  ○ 食糧費の支出額を、対平成 16 年度比で 20％削減します。(21 年度)  

  ○ 交際費の支出額を、対平成 16 年度比で 10％削減します。(21 年度) 

  ○ コンビニエンスストアで、市税の納付ができるようにします。(18 年度)  

 ６－１ 地域協働の推進 

  ○ 市民満足度調査を実施します。(19 年度)  

 ６－２ 公正の確保と透明性の向上 

  ○ 会議公開に関する基準を策定します。(18 年度)  

  ○ 電子入札制度を本格導入します。(19 年度)  

 ６－３ 電子自治体の推進 

  ○ 文書管理事務を電子決裁化します。(21 年度)  

 

 財政的な効果目標 

           各年度の財政的効果目標額      (単位：千円) 

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 合 計 

145,300 359,300 493,200 643,200 759,500 2,400,500 

  



 １ 事務事業の整理合理化 
  ○ 基本的な考え方 
    社会情勢の変化に伴い複雑・多様化する市民ニーズに柔軟に対応する

ため、効果や効率性の観点から、所期の目的を達成した事務事業につい

ては廃止・縮小や類似する事業を統合するなどの見直しを行います。 
        事務事業の整理合理化にあたっては、計画(Plan)→実行(Do)→評価

(Check)→改善(Action)のマネジメントサイクルによる行政評価システム

手法の活用等により、行政の果たすべき役割、受益と負担の公平の確保、

行政効率等に配慮し、事務事業の再編・整理、廃止・統合を進めていき

ます。 
 
  ○ 改革プラン 
   (1) 行政評価の拡充 

改革プラン 行政評価の拡充 担当課 企画課 

 政策や施策の優先度、重要度を測定する政策評価を導入します。併せて、外部

評価を実施し、評価結果の市民への公表を行います。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

 システム構築 評価の拡充   

検討 継続実施 継続実施 実施 検討 

   目標＝平成 19 年度から行政評価の拡充、外部評価の導入、評価結果の公表を行いま

す。 
 
   (2) 職員提案制度の活用 

改革プラン 職員提案制度の活用 担当課 企画課 

 提案方法や審査手順、褒賞制度等を見直し、市民サービス及び事務事業の能率

向上のため、有効で建設的かつ具体的な提案による事務改善を行います。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

 制度見直し    

継続実施 継続実施 実施 継続実施 検討 

   目標＝制度の見直しを行い、提案による事務改善を進めます。 

  



   (3) 行財政マネジメントシステムの構築 

改革プラン 行財政マネジメントシステムの構築 担当課 
企画課 
財政課 

 計画策定・予算編成・行政評価の連携を図り、ＰＤＣＡサイクルによる効率的な行

財政運営を行います。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

事業単位一元化 システム構築   

継続実施 実施 検討 継続実施 検討 

     目標＝平成 19 年度にＰＤＣＡサイクルによる行財政マネジメントシステムを構築します。 
 
   (4) 庁用車管理システムの確立 

改革プラン 庁用車管理システムの確立 担当課 管財課 

 庁用車(共用車・専用車)の利用予約及び運転日誌を、イントラ予約管理システム

を活用して一元管理します。また、システムの確立に合わせ、専用車から共用車へ

の移行を促進します。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

 システム確立    

継続実施 継続実施 実施 継続実施 検討 

     目標＝平成 18 年度から専用車の運転日誌を、庁内イントラシステムを活用し一元管理し

ます。また、専用車から共用車への移行を促進します。 
 
   (5) 環境マネジメントシステムの構築 

改革プラン 環境マネジメントシステムの構築 担当課 
環境計画課 
関係課 

 環境マネジメントシステムの国際規格であるＩＳＯ14001 の認証を取得し、ＰＤＣＡ

サイクルによる継続的な環境負荷の低減を図ります。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

ISO 認証取得 定期監査 定期監査 更新審査 定期監査 

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 実施 

   目標＝平成 17 年度にＩＳＯ14001 の認証を取得し、継続的な環境負荷の低減を図ります。 

  



   (6) 敬老祝い金等贈呈事業の見直し 

改革プラン 敬老祝い金等贈呈事業の見直し 担当課 高齢者福祉課 

 年々事業費が増加している敬老祝い金等贈呈事業について、支給基準・支給内

容等の見直しを行います。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

  事業見直し   

継続実施 実施 検討 継続実施 

   目標＝平成 19 年度に事業を見直します。 
 
   (7) 市営住宅の計画的整備 

改革プラン 市営住宅の計画的整備 担当課 営繕課 

 市営住宅の建物状況、需要の変動、整備手法などを総合的に検討する「市営住

宅ストック総合活用計画」を策定し、市営住宅の計画的な整備を行います。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

活用計画策定 基本設計 南囲護台住宅の建替 

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 実施 

   目標＝平成 17 年度に市営住宅ストック総合活用計画し、市営住宅の計画的な整備を行

います。 

 
   (8) 移動図書館事業の見直し 

改革プラン 移動図書館事業の見直し 担当課 図書館 

 図書館分館の整備やインターネットによる図書貸出予約の実現を図っていく中

で、事業の廃止を含めた見直しを行います。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

事業見直し  新サービス検討  事業廃止 

検討 一部実施 検討 実施 一部実施 

   目標＝事業の見直しや新たなサービスの提供を進め、平成 21 年度に事業を廃止しま

す。 

  



 ２ 民間委託等の推進（指定管理者制度の活用を含む。） 
  ○ 基本的な考え方 
   ◆ 民間活力の活用 
    近年の多様化、高度化する市民ニーズに的確に対応するには、だれが

最も効率的で効果的なサービスの担い手となり得るかという視点から、

現行の行政サービスの提供における行政と民間の役割分担のあり方を見

直し、市全体として行政サービスの質と量をともに確保しつつ、簡素で

効率的な行政運営を実現するため、民営化・民間委託・ＰＦＩ・指定管

理者制度など民間活力の積極的、効果的な導入を図っていきます。 
 
   ◆ 指定管理者制度の活用 
    指定管理者制度(※3)は、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

した制度であり、行政改革の考え方にも合致するものです。 
    成田市は、指定管理者制度の積極的な活用を図っていくため、平成 18

年度から公の施設の管理運営に指定管理者制度を導入します。 
 
   ○ 改革プラン 
   (1) 民間委託に関する指針の策定 

改革プラン 民間委託に関する指針の策定 担当課 
企画課 
財政課 

 事務事業全般について民間委託の可能性の検証を行い、民間委託に関する総

合的な指針を策定します。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 
施 

概 

要 

 指針の策定    

継続実施 継続実施 実施 継続実施 

   目標＝平成 18 年度に民間委託に関する指針を策定します。 

 
   (2) PFI 手法の活用 

改革プラン ＰＦＩ手法の活用 担当課 企画課 

 財政支出の負担軽減と良質な公共サービスの提供を図るため、民間の資金・経

営ノウハウ・技術ノウハウを活用して施設整備を行うＰＦＩ(※２)事業の活用を検討し

ます。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

活用の検討     

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 

     目標＝ＰＦＩ手法の活用を検討します。 

 

  



   (3) 事務事業の民間委託の推進 

改革プラン 事務事業の民間委託の推進 担当課 関係課 

 公用車の運転業務など、民間委託が適当な業務については民間委託を推進し、

事務の効率化を図ります。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

 可能性等の検証 運転業務委託   

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 

     目標＝平成 19 年度からバス運転業務の民間委託を拡大します。 

 
   (4) 指定管理者制度の活用 

改革プラン 指定管理者制度の活用 担当課 関係課 

 施設の管理運営のあり方を検証し、指定管理者制度の活用による市民サービス

の向上と効率的な運営を推進します。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

 制度導入    

継続実施 継続実施 実施 継続実施 検討 

    目標＝平成 18 年度から指定管理者制度を導入します。また、直営で管理する施設につい

ても同制度の活用を検討します。 

 
公の施設の平成 18 年度の管理運営方法 

 指定管理者管理 直営管理 合計 

スポーツ施設 15 5 20 

産業振興施設 4 11 15 

基盤施設 108 48 156 

文教施設 58 97 155 

医療・社会福祉施設 5 30 35 

合計 190 191 381 

                          平成 18 年 3 月 27 日現在 

    (注) 

   スポーツ施設…スポーツ広場、体育館、テニスコート等 

   産業振興施設…駐車場、観光館、勤労会館等 

   基盤施設…公園、霊園、火葬場、農業集落排水処理施設等 

   文教施設…文化会館、公民館、図書館、集会施設等 

   医療・社会福祉施設…保育園、児童ホーム、診療所、福祉センター等 

  



 ３ 定員管理及び給与の適正化等 
  ○ 基本的な考え方 
   ◆ 定員の適正化 
    成田市では、平成 8 年 12 月に策定した定員適正化計画に基づき、これ

までも職員の適正配置に努めてきました。その結果、計画の目標値であ

る 985 人を達成し、平成 17 年 4 月 1 日現在では 962 人まで削減されて

います。 
 しかし、合併により職員数の増加が見込まれ、今後も、一層職員の適

正配置に努めていく必要があります。 
 成田市では、合併後の行政体制の状況を見きわめた上で、新たな定員

適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めていきます。 
 
   ◆ 給与の適正化 
    成田市においては、これまでも行政改革大綱に基づき、給料表の改定

や各種手当の引下げなど、給与の適正化に努めるとともに、総人件費の

抑制に努めてきました。 
    今後も、市民の納得と支持が得られる給与制度の運用と水準の適正化

に努めていく必要があることから、国における給与制度改革を見据え、

新たな給与制度の構築を進めます。 
     
   ◆ 定員・給与等の状況の公表 
    定員や給与等、人事行政の運営状況の公表については、地方公務員法

の改正を受け、平成 17 年 9 月に「成田市人事行政の運営等の状況の公表

に関する条例」を制定したところであり、条例の規定に基づき、広報紙

やインターネットを利用し公表していきます。 
 
   ◆ 人材育成 
    成田市では「成田市人材育成基本方針」及び「成田市研修基本方針」

を策定し、組織的かつ積極的に人材育成に取り組んできました。 
    今後も、地方分権時代に的確に対応できる職員を育成・確保するため、

人材育成基本方針が求める職員像の実現とそのために必要な能力開発を

長期的かつ総合的な視点から効果的に推進します。 
 
 

  



  ○ 改革プラン 
   (1) 定員の適正化 

改革プラン 定員の適正化 担当課 人事課 

 少の経費で 大の行政効果を上げるため、定員適正化計画の遂行等、限られ

た人的資源の適正配置に努めます。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

 適正化計画   60 人削減 

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 

     目標＝平成 18 年度に新たな定員適正化計画を策定します。平成 22 年 4 月 1 日現在の

職員数を、平成 17 年 4 月 1 日現在の 1,249 人(成田市 962 人、下総町 100 人、大栄町

138 人、佐原市外五町消防組合 49 人)より 60 人(4.8％)削減し、1,189 人とします。 

 
   (2) 給与の適正化 

改革プラン 給与の適正化 担当課 人事課 

 給与勧告制度を尊重し、財政状況を勘案しながら、国や他の地方公共団体等と

均衡が保てるよう給与の適正化に努めます。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

給与の適正化     

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 

   目標 

    ● 高齢層職員の昇給抑制措置として、現行の 58 歳延伸 60 歳停止措置を 58 歳停

止措置に改めます。(平成 18 年度) 
    ● 定年退職時の特別昇給を廃止します。(平成 18 年度) 
    ● 調整手当の支給率を、10％から 8％に引き下げます。(平成 17 年度実施済) 
 
   (3) 人材育成の推進 

改革プラン 人材育成の推進 担当課 人事課 

 「成田市人材育成基本方針」に基づき、職員の能力開発を長期的かつ総合的な

視点から効果的に推進します。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

人材育成の推進     

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 

     目標＝人材育成基本方針に基づき、職員の能力開発を進めます。 

 
 

  



   (4) 職員研修の充実 

改革プラン 職員研修の充実 担当課 人事課 

 研修計画に基づき、自己啓発、職場研修、職場外研修など研修機会の充実に努

めます。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

職員研修の充実     

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 

   目標＝研修基本方針及び研修計画に基づき、職員研修を充実します。 

 
   (5) 人事交流の推進 

改革プラン 人事交流の推進 担当課 人事課 

 異職種、他団体交流等の人事交流を推進し、職場の活性化と職員の資質向上を

図ります。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

人事交流の推進     

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 

     目標＝人事交流を推進し、職場の活性化と職員の資質向上を図ります。 

 
   (6) 多様な人材の確保 

改革プラン 多様な人材の確保 担当課 人事課 

 高度で効率的な行政運営を図るため、専門知識を有する職員を必要とする部門

に、豊富な経験のある退職者を再雇用するなど多様な人材の確保に努めます。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

  多様な人材確保   

継続実施 実施 検討 継続実施 検討 

     目標＝職員再任用制度の活用など多様な人材の確保に努めます。 

  



 ４ 外郭団体の見直し 
  ○ 基本的な考え方 
    外郭団体については、行政改革大綱に改革事項の一つとして「外郭団

体の効率的運営」を掲げ、団体経営の健全化と効率化を取り組むべき課

題としています。 
    行政改革の推進にあたっては、市はもとより、市と密接に連携しなが

ら公共サービスを提供している外郭団体においても同様の取り組みが不

可欠であり、各団体においては、これまでも組織的・計画的な改革推進

を図ってきたところです。 
    しかしながら、近年、社会経済情勢が急激に変化する中で、市民生活

に対する公的関与のあり方が見直されるなど、改めてこれらに対応する

ための検討が必要となっています。とりわけ、成田市においては、平成

15 年９月に創設された指定管理者制度を積極的に活用する方針である

ことから、公の施設の管理受託を主な業務としている外郭団体にあって

は、早急な対応が求められています。 
    もとより、指定管理者制度への対応の有無にかかわらず、外郭団体に

おいては、団体として運営するメリットが十分に発揮できるよう経営ノ

ウハウを積極的に活用していく必要があり、また、その設立目的を最大

限果たしていくためには、民間事業者にも負けない、より一層効率的な

経営体制の確立を図る必要があります。 
    市としても、行政のスリム化への要請や指定管理者制度の導入など、

外郭団体を取り巻く環境の変化を踏まえ、団体そのもののあり方や団体

への関与の妥当性について、不断の見直しを行うことにより、団体の健

全な運営の確保と市民サービスの一層の向上に努めていきます。 
 
  ○ 改革プラン 
   (1) 外郭団体の経営改善 

改革プラン 外郭団体の経営改善 担当課 関係課 

 外郭団体の経営改善を図るため、経営課題の解消を目的とする経営改善計画を

策定させ、団体の自立的経営を促進します。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

 経営改善計画策定    

継続実施 継続実施 実施 継続実施 検討 

     目標＝平成 18 年度に策定する経営改善計画に基づき、外郭団体の自立的経営を促進し

ます。 

  



 ５ 経費の節減合理化等の財政の健全化 
  ○ 基本的な考え方 
   ◆ 経費の節減等による財政の健全化 
    少子高齢化による人口減少時代を目前に控え、国地方を通じた厳しい

財政状況の中で成田市の財政状況は、引き続き健全性を保っているもの

の、経常収支比率(※5)や公債費負担比率(※6)の上昇、実質単年度収支(※
7)の２年連続マイナスなどの状況が続いていることに加え、合併に伴う事

務事業費の増加や成田新高速鉄道整備事業、新清掃工場建設事業などの

大規模事業による多額の財政負担が予想され、今後の財政運営は非常に

厳しい状況にあります。 
    こうした状況から、より一層の経費の節減を図り、将来を見通した財

政の健全性の確保及び効率的な行政運営に努めていきます。 
 
   ◆ 地方公営企業の経営健全化 

    成田市における地方公営企業(※8)の事業数は、地方公営企業法非適用

のものも含め、水道、公共下水道、市場の 3 事業でしたが、合併により

簡易水道、農業集落排水の 2 事業が加わり 5 事業となります。 
    成田市では、これら 5 事業について、次の 4 点に留意し経営の総点検

を行い、更なる経営の健全化に取り組みます。 
 

① 地方公営企業が供給しているサービス自体の必要性について検討す

るとともに、サービス自体が必要な場合であっても、地方公営企業と

して実施する必要性について十分検討する。 
② 指定管理者制度、ＰＦＩ、民間委託等の民間活力の導入を検討する。 
③ より一層計画性・透明性の高い企業経営を推進するため、中期経営

計画の策定、業績評価の実施、積極的な情報開示に取り組む。  
④ 定員及び給与の適正化に努める。 

 

  ○ 改革プラン 

   (1) 食糧費の適正化 

改革プラン 食糧費の適正化 担当課 財政課 

 食糧費の支出について、経費の節減・合理化の観点から引き続き適正化に努め

ます。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

食糧費の適正化    20％削減 

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 

     目標＝平成 21 年度支出額を、平成 16 年度支出額(成田市・下総町・大栄町の合計額

12,930 千円)に対し 20％削減した額(10,344 千円)以内とします。 

  



    (2) 交際費の適正化 

改革プラン 交際費の適正化 担当課 財政課 

 交際費の支出について、経費の節減・合理化の観点から引き続き適正化に努め

ます。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

交際費の適正化    10％削減 

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 

   目標＝平成 21 年度支出額を、平成 16 年度支出額(成田市・下総町・大栄町の合計額

9,090 千円)に対し 10％削減した額(8,181 千円)以内とします。 

 

      (3) 中長期的な財政計画の策定 

改革プラン 中長期的財政計画の策定 担当課 財政課 

 今後の財政運営の基本的な方針やそれに向けての取組み方策を示した中長期

的な財政計画を策定し、財政運営の健全化に努めます。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

 財政計画策定    

継続実施 継続実施 実施 継続実施 検討 

   目標＝平成 18 年度に中長期的な財政計画を策定します。 

 

  (4) 振替納税の促進 

改革プラン 振替納税の促進 担当課 税務課 

 市税の口座振替の啓発を随時行うとともに、市が口座振替手続きを代行できるリ

ターンメール方式による加入推奨を行い、振替納税を促進します。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

振替納税の促進     

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 

     目標＝口座振替加入率が増加するよう、加入推奨に努めます。 

 

  



  (5) 納付窓口の拡大 

改革プラン 納付窓口の拡大 担当課 
財政課 
関係課 

 公共料金等をコンビニエンスストアでも納付できるようにし、納付者の利便性及び

収納率の向上、事務の効率化・簡素化、情報処理の迅速化を図ります。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

 市税で開始    

継続実施 継続実施 実施 継続実施 検討 

     目標＝平成 18 年度新規課税分から市内の全てのコンビニエンスストアで、市税(市県民

税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)の納付ができるよう

にします。 

 

  (6) 自主財源の拡大 

改革プラン 自主財源の拡大 担当課 関係課 

 市が保有又は管理する有形、無形の資産の有効活用を図り、自主財源の拡大に

努めます。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

 自主財源の拡大    

継続実施 継続実施 実施 継続実施 検討 

   目標＝広告料や未利用財産の売り払い等、自主財源の拡大に努めます。 

 

  (7) 使用料・手数料の見直し 

改革プラン 使用料・手数料の見直し 担当課 
財政課 
関係課 

 算定方法や減免規準の明確化などの見直しを行い、受益と負担の公平を確保し

ます。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

  使用料等見直し   

継続実施 実施 検討 継続実施 

     目標＝平成 19 年度に、公共施設の利用料金・料金体系の統一、時間制の導入、減免規

定の見直しを行います。 

 

 

  



  (8) 補助金・負担金の適正化 

改革プラン 補助金・負担金の適正化 担当課 
財政課 
関係課 

 補助金・負担金について公益性、公平性、効果等の観点から見直しを行い、整理

合理化に努めます。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

事業補助見直し    団体補助見直し

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 

     目標＝平成17年度に事業補助金、平成21年度に団体運営補助金の見直しを行います。 

 

  (9) 扶助費の適正化 

改革プラン 扶助費の適正化 担当課 
財政課 
関係課 

 サービスの必要性、サービス水準の妥当性等の観点から見直しを行い、扶助費

の適正化に努めます。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

  扶助費の見直し   

検討 継続実施 継続実施 実施 

     目標＝平成 19 年度に扶助費の見直しを行います。 

 

  (10) 公共工事コスト縮減行動計画の策定 

改革プラン 公共工事コスト縮減行動計画の策定 担当課 工事検査課 

 公共工事コスト縮減行動計画を策定し、引き続き公共工事のコスト縮減に努めま

す。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

 行動計画策定    

検討 継続実施 継続実施 実施 継続実施 

   目標＝平成 18 年度に公共工事コスト縮減行動計画を策定し、公共工事のコスト縮減に

努めます。 

 

 

  



  (11) 地方公営企業経営の健全化 

改革プラン 地方公営企業経営の健全化 担当課 

業務課 
下水道課 
卸売市場 
関係課 

 中期経営計画を策定し、地方公営企業の経営改革と経営基盤の強化に取り組

み、経営の健全化及び事業の活性化に努めます。 

実
施
概
要 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     
上
水
道   経営計画策定   

     公
共
下
水
道   経営計画策定   

     
市
場 

  経営計画策定   

検討 継続実施 実施 検討 継続実施 

検討 継続実施 実施 検討 継続実施 

検討 継続実施 実施 検討 継続実施 

      

     目標 

      ● 上水道事業 

         平成 19 年度に中期経営計画を策定し、経営の健全化及び事業の活性化に努めま

す。 

      ● 公共下水道事業 

         平成 19 年度に中期経営計画を策定し、経営の健全化及び事業の活性化に努めま

す。 

      ● 市場事業 

         平成 19 年度に中期経営計画を策定し、経営の健全化及び事業の活性化に努めま

す。 

       

※ 簡易水道事業・農業集落排水事業については、合併により新たに成田市の地方公

営企業となることから、平成 18 年度以降事業経営の点検を行ったうえで、中期経営

計画の策定を検討します。 

       

  



 ６ その他 

  ６－１ 地域協働の推進 
  ○ 基本的な考え方 
    成田市は、分権型社会にあって、市民と行政が一体となってまちづく

りや様々な行政課題に取り組むことが不可欠であるとの認識に立ち、「市

民が主役のまちづくり」を基本理念に行政運営にあたっています。 
    これからも、市民等と行政の共通理念の構築、協働のための体制づく

り、市民活動への支援体制の充実など、市民や地域と行政の協働のまち

づくりの推進に努めていきます。 
 
  ○ 改革プラン 
    (1) パブリックコメントの制度化 

改革プラン パブリックコメントの制度化 担当課 企画課 

 市民の意見を市政に反映させる仕組みの一つとして、パブリックコメント(※9)の手

続を制度化します。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

 制度化    

継続実施 継続実施 実施 継続実施 検討 

       目標＝平成 18 年度にパブリックコメントの手続を制度化します。 

 
  (2) 市民満足度調査の実施 

改革プラン 市民満足度調査の実施 担当課 企画課 

 市の政策・施策に対する市民の意識を調査する市民満足度調査を実施し、事務

事業の見直しや政策立案に役立てます。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

  満足度調査   

継続実施 実施 検討 継続実施 

     目標＝平成 19 年度から市民満足度調査を実施します。 

 

  



    (3) 地方分権に対応した市民参加施策の推進 

改革プラン 地方分権に対応した市民参加施策の推進 担当課 
企画課 
関係課 

 地方分権時代に対応する市民との協働による行政を推進するため、市民参加の

仕組みづくりに向けた取り組みを行います。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

参加施策の推進     

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 

     目標＝市民参加の仕組みづくりを進めます。 

 
 (4) 市民参加による広報紙づくり 

改革プラン 市民参加による広報紙づくり 担当課 広報課 

 市民に親しまれ、市民が主役の広報紙とするため、市民からの情報収集や広報

モニターの設置など、市民参加による広報紙づくりを進めます。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

市民参加型広報     

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 実施 

     目標＝広報モニターの設置など市民参加による広報紙づくりを進めます。 

 
(5) 市民と行政の情報の共有化 

改革プラン 市民と行政の情報の共有化 担当課 情報推進課 

 さまざまな行政課題に対して、市民が情報を共有し、意見交換や情報交換ができ

るシステムの開発を進め、市民と行政の情報共有化を図ります。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

  システム開発   

継続実施 実施 検討 継続実施 検討 

     目標＝平成 19 年度に、市民と行政が情報を共有し、意見交換や情報交換ができるシス

テムを構築します。 

 

  (6) 市民参加による公園の整備・管理 

改革プラン 市民参加による公園の整備・管理 担当課 公園緑地課 

 計画段階から市民参加を求め、地域の特性を生かした公園整備を行います。ま

た、管理についても地域の団体等による里親制度の導入を図ります。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

  里親制度導入   

継続実施 実施 検討 継続実施 検討 

     目標＝平成 19 年度から公園の管理に里親制度を導入します。 

  



  ６－２ 公正の確保と透明性の向上 
  ○ 基本的な考え方 
    成田市では、「市民が主役のまちづくり」を基本理念に、「市民にとっ

て身近な市政」、「市民に分かりやすい市政」、「市民が納得する市政」を

推進するため、タウンミーティング等を通じ、直接市民の意見を聞く機

会の拡充を図り、徹底した情報開示、スピードをもった市民サービスの

充実に努めています。 
    今後はこれまで以上に、市民が行政活動の計画・決定・実行のそれぞ

れの段階に参画し協働する機会が増えていくことが見込まれ、市民にと

っても、より多くの情報が必要となってきます。 
    成田市では、情報公開条例などに基づき、これまで以上に情報の提供

を積極的に行い、行政運営の公正性の確保と透明性の向上に努めていき

ます。 
 
  ○ 改革プラン 
   (1) 行政手続きの適正化 

改革プラン 行政手続きの適正化 担当課 関係課 

 行政手続条例の啓発に努めるとともに、運用の適正化に努めます。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

運用の適正化     

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 

     目標＝行政手続条例の規定に基づき、行政手続きの適正化に努めます。 

 
   (2) 情報公開の推進 

改革プラン 情報公開の推進 担当課 
総務課 
関係課 

 広報紙やホームページなど多様なメディアを活用し、個人情報の保護に配慮しな

がら積極的な情報公開を推進します。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

新条例制定     

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 

     目標＝情報公開条例の規定に基づき、積極的な情報公開を推進します。 

 

  



   (3) 会議公開制度の確立 

改革プラン 会議公開制度の確立 担当課 総務課 

 審議会等の会議を公開する場合の対応方法や課題等を検証し、会議公開制度

の確立を図ります。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

 基準策定    

継続実施 継続実施 実施 継続実施 検討 

     目標＝平成 18 年度に会議公開に関する基準を策定します。 

 
   (4) 市民意見等のデータベース化 

改革プラン 市民意見等のデータベース化 担当課 市民支援課 

 市民から寄せられる意見や苦情、その処理内容について、市民への公表に向け

てデータベース化を図ります。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

  データベース化   

継続実施 実施 検討 継続実施 検討 

     目標＝平成 19 年度に市民から寄せられる意見等のデータベース化をします。 

 
   (5) 行政情報の公表手法の改善 

改革プラン 行政情報の公表手法の改善 担当課 関係課 

 広報紙やホームページ等を通じ公表している各種行政情報について、市民に理

解しやすいものとなるよう手法の改善を図ります。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

公表手法の改善     

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 実施 

     目標＝市民に理解しやすいものとなるよう行政情報の公表手法を改善します。 

 

   (6) 電子入札制度の導入 

改革プラン 電子入札制度の導入 担当課 
管財課 
情報推進課 

 インターネットを用いて公告・入札・開札・結果公表まで行う電子入札を導入し、公

共事業の入札関連業務の効率化やコスト削減を図ります。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

 システム稼動(試行) 本格導入   

継続実施 継続実施 実施 継続実施 検討 

     目標＝平成 18 年度に電子入札システムを稼動し、平成 19 年度に本格導入します。 

  



 ６－３ 電子自治体の推進 

  ○ 基本的な考え方 
    電子自治体構築の目的は、情報通信技術を活用してサービスの品質の

高度化や、提供方法の多様化、サービスの生産性の向上を図ることです。 
    成田市では、現行の事務を単に電子化するのではなく、業務や組織の

あり方を根本的に見直し、行政組織の機能を再構築するなど、経営改革

の視点から電子自治体の構築に取り組みます。 
 
  ○ 改革プラン 
   (1) ＬＧＷＡＮの活用 

改革プラン ＬＧＷＡＮの活用 担当課 情報推進課 

 ＬＧＷＡＮ(※10)を活用し、住民生活に必要な行政情報の提供、申請・届出等の手

続きの電子化等、国と地方公共団体を通じた一体化された行政サービスを提供す

る電子自治体の構築を推進します。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

LGWAN の活用     

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 

     目標＝ＬＧＷＡＮを活用し、電子自治体の構築を推進します。 

 
   (2) 情報共有ボックスの設置 

改革プラン 情報共有ボックスの設置 担当課 
情報推進課 
関係課 

 庁内の情報共有を推進し、職員全体が等しく情報を共有することによって、課題

等に対する共通認識と解決に向けた意識を持てるようにするため、庁内イントラシ

ステムに情報共有ボックスを設置します。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

情報ライブラリー導入 機能拡充    

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 実施 

     目標＝庁内の情報共有化を推進するため、平成 17 年度に情報ライブラリー(情報共有ボ

ックス)を設置します。 

 

  



   (3) 電子決裁の推進 

改革プラン 電子決裁の推進 担当課 
総務課 

情報推進課 

 迅速な文書回付を行い、確実な決裁処理や文書類のペーパーレス化を実現する

電子決裁システムを推進するため、文書管理事務の電子決裁化を進めます。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

  システム稼動 システム検証 電子決裁化 

検討 一部実施 検討 実施 検討 

     目標＝平成 19 年度に電子決裁システムを稼動させます。 

 
   (4) 地方税の電子申告の導入 

改革プラン 地方税の電子申告の導入 担当課 
税務課 
情報推進課 
資産税課 

 個人が、コンピューターからインターネットやパソコン通信を利用して地方税の申

告書を提出できる電子申告を導入し、納税者の負担軽減、収納率の向上、事務の

効率化を図ります。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

    電子申告導入 

検討 検討 検討 実施 検討 

     目標＝平成 21 年度から地方税の電子申告を導入します。 

 
   (5) マルチペイメントの導入 

改革プラン マルチペイメントの導入 担当課 

会計課 
情報推進課  
財政課      
関係課 

 マルチペイメント(※11)を導入し、納付者の利便性及び収納率の向上、収納決済

情報の早期入手、事務の効率化を図ります。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

  マルチ ペイメント導 入   

継続実施 実施 検討 継続実施 検討 

     目標＝平成 19 年度の導入を目指します。 

 

  



   (6) 電子申請の導入 

改革プラン 電子申請の導入 担当課 
情報推進課    
関係課 

 申請や届出などの行政手続を、インターネットを使って実現できるようにする電子

申請の導入に向けて、千葉県電子自治体共同運営協議会に参加し、県内市町村

と共同開発に取り組みます。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

システム開発  電子申請導入   

継続実施 実施 検討 継続実施 検討 

     目標＝平成 19 年度に電子申請を導入します。 

 

   (7) 情報化研修の推進 

改革プラン 情報化研修の推進 担当課 情報推進課    

 情報セキュリティ研修、各種操作研修を実施し、行政事務の電子化に関する職員

の意識・資質の向上を図ります。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

情報化研修推進     

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 

     目標＝情報化研修を推進し、行政事務の電子化に関する職員の意識・資質の向上を図り

ます。 

 

   (8) ホームページの充実 

改革プラン ホームページの充実 担当課 広報課 

 新たなシステムの導入やサイト構造の見直しを行うとともに、各課ページやコンテ

ンツの充実を図り、利用者の使い勝手を向上させます。 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

     

実 

施 

概 

要 

ホームページ充実     

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 

     目標＝ホームページの充実に継続的に取り組みます。 

 

  



用語説明 

 ※1 地方分権 
    国の持っている権限・財源を県や市町村に移し、住民と自治体の選択と責任によって、地

方自治体が主体的に物事を決めていき、地域の特色を生かした活力ある豊かな地域社会づ

くりを進めていくことです。 

 

 ※2 ＰＤＣＡサイクル 

    施策や事務事業の実行に際し、「計画を立て（Plan）、実行し（Do）、その評価（Check）に基

づいて改善（Action）を行う、という工程を継続的に繰り返す」仕組み（考え方）です。 

 

 ※3 指定管理者制度 

    公の施設の管理について、地方自治体の出資法人等に限定して委託することが可能だっ

た「管理委託制度」に代わり、地方自治体が指定する民間事業者も含めた幅広い団体(指定

管理者)に管理を代行させることが可能になった制度です。 

 

 ※4 ＰＦＩ 

    Private Finance Initiative(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)の略で、平成 11 年 7 月

に制定された「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(ＰＦＩ法)

に基づき、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力

を活用して行う手法です。 

 

 ※5 経常収支比率 

   経常収支比率＝(経常経費充当一般財源÷経常一般財源等)×100 

 

    財政構造の弾力性を判断するための指標で、税など毎年度経常的に収入される一般財源

を、人件費や扶助費、公債費などの毎年度経常的に支出する経費にどれくらい充当している

かをみるものです。この比率が高くなる程、公共施設の整備など投資的な経費に充当する財

源の余裕が少なくなり、財政運営が厳しくなります。 

 

 ※6 公債費負担比率 

       公債費負担比率＝(公債費充当一般財源÷一般財源総額)×100 

 

    一般財源総額に対する公債費に充当された一般財源の占める割合です。すなわち、公債

費により一般財源の使途がどの程度制約されているかをみるものであり、財政構造の弾力性

を判断する指標です。 一般的には 15％が警戒ライン、20％を超えると危険であるといわれて

います。成田市は、10％前後で推移しており財政構造の弾力性を維持しています。 

 

 

 

 

  



 ※7 実質単年度収支 

       実質単年度収支＝単年度収支+基金積立額+地方債繰上償還額-基金取崩額 

 

    収支の状況を見るための指標の一つです。当該年度中に発生した黒字又は赤字である単

年度収支に、地方債の繰上償還額と財政調整基金への積立金を加え、積立金取崩額を差し

引いたもので、実質的な債務の増加又は貯蓄等債権の増加を捉えようという指標です。 

        形式収支＝歳入決算総額－歳出決算総額 

        実質収支＝形式収支－翌年度に繰り越すべき財源 

        単年度収支＝当該年度実質収支－前年度実質収支 

        実質単年度収支＝単年度収支+基金積立額+地方債繰上償還額-基金取崩額 

 

 ※8 地方公営企業 

    地方公共団体の経営する公益的な事業で、独立採算制を原則とする企業的色彩の強い事

業を行う場合に、地方公営企業法の規定の全部又は一部の適用を受けて設置する特別の会

計の方式によって経営します。 

 

 ※9 パブリックコメント 

     行政機関が基本的な施策等を策定するにあたり、事前にその案を公表し、広く市民からの

意見を聴き、提出された意見等を考慮して 終的な意思決定を行うことです。 

 

 ※10 ＬＧＷＡＮ 

    総合行政ネットワーク(Local Government Wide Area Network)の略称で、地方公共団体を相

互に接続する行政専用のネットワークです。 

 

 ※11 マルチペイメント 

    収納機関と金融機関との間をネットワークで結ぶことにより、利用者がＡＴＭ、電話、パソコ

ン等を利用して公共料金等の支払いができ、消し込み情報が即時に収納機関に通知される

システムです。 

  


