
 

 

基本目標６ 自立した信頼のあるまち 
（政策 13）持続可能な行財政運営 

 



基本計画 

基本目標６ 

156  KASHIMA CITY  
 

政策 13 持続可能な行財政運営 
第１節 持続可能な財政運営の推進 

10 年後のまちの姿を「歳入・歳出のバランスが取れた健全な財政運営が図られています。」とし

て，「①計画的な財政運営の推進」「②安定した財源の確保」「③財政の透明性の向上」といった各

施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 事業の実績・効果と市民ニーズとの整合性を精査した結果や市議会による事業評価，庁内で

の行政評価を予算編成に反映させ，持続可能な財政運営を可能とする適正な予算規模となる

よう見直しを行う必要があります。 

○ 長引く景気低迷を受け，市税が減少傾向にある中，事務事業の選択と集中を推進し，物件費・

補助費等の縮減に努めています。今後，賃貸契約や払下げ等を行い，市有財産を有効に活用

するとともに，財源の確保に努める必要があります。 

○ 予算編成時における枠配分実施や行政評価による事務事業の見直し等を推進しています。 

 

○ 歳入の根幹をなす市税収入は，ピーク時の平成 20（2008）年度から減少を続け，今後も大

幅な増加は見込めない状況にあります。一方，歳出は，国の社会保障制度改革，市独自の子

育て支援施策等に伴う扶助費の増加や，築数十年を経た公共施設の更新・維持管理・老朽化

対策に係る経費の増加等が見込まれ，市の財政運営は極めて厳しい状況が続くものと予測さ

れます。こうした中，未利用市有財産を有効活用するための有償による土地賃貸契約，ふる

さと納税や，市有地や平井東部土地区画整理事業における保留地の販売等により，自主財源

確保のための施策を推進し，より健全な財政運営を目指しています。 

 

○ 「予算は政策の具体化」であることを念頭に，本市の置かれた厳しい財政状況に対して最大

限の危機感を持ち，既存事業の拡大・縮小・廃止の必要性を見極め，納税者の視点に立って，

費用対効果の検証，行政の責任範囲の明確化，事務の効率化等を十分に精査・検証し，事業

の選択と集中を推進しています。 

○ 広報かしまや市ホームページを活用し，予算及び決算に関し，市民にわかりやすい財政状況

の報告に努めています。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①計画的な財政運営の推進 

� 当面及び中長期の課題を整理したうえで適切な投資配分を行うとともに，社会経済情勢の変

化等に対する柔軟性を確保するため，財政調整基金の充実を図ります。 

� 事務事業に関する経費等の徹底した見直しを行い，行政コストの縮減に努め，公共サービス

の効率的な提供を図ります。 

 

 

②安定した財源の確保 

� 関係機関と連携し既存産業の活性化を図るとともに，積極的な企業誘致に努め，安定的な財

源確保に努めます。 

� 市税等の収納率向上に向けて，納税相談の実施，滞納整理の強化，納税意識の高揚を図りま

す。 

� 受益者負担の適正化の観点から，各種利用料・手数料等の定期的な見直しを行います。 

� 未利用の市有財産の有効活用や処分を推進し，財源確保に努めます。 

 

 

③財政の透明性の向上 

� バランスシート（貸借対照表）や行政コスト計算書等の財務諸表について，固定資産台帳を

活用した総務省が示す統一的な基準により作成し，資産・債務管理等に活用するとともに，

市民にわかりやすく公表し，財政の透明性の向上を図ります。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

財政力指数

※39

 － 0.98 0.96 97.9％ 0.99 

経常収支比率

※40

 ％ 89.7 89.4 99.7％ 89.2 

公債費負担比率

※41

 ％ 10.5 12.3 114.6％ 11.3 

 

 

  

                                                   
※39：地方公共団体の財政力を示す指数で，標準的な行政活動に必要な財源をどれくらい自前で調達できる

かを表しており，指数が高いほど財政力が強いといえます。基準財政収入額（市税等自前で調達でき

る収入）を基準財政需要額（標準的な行政活動に必要な経費）で除して得た数値を過去３年間につい

て平均して求めます。単年度の財政力指数を「単年度財政力指数」と呼び，1.0 を超えた場合は，当

該年度の普通交付税は交付されない，いわゆる不交付団体となります。 

※40：市税等使途が特定されておらず経常的に収入される財源のうち，人件費，扶助費，公債費等経常的に

支出される経費に充当されたものが占める比率。都市にあっては，70～80％にあるのが望ましく，

80％を超えると財政構造の弾力性が失われつつあるといわれています。 

※41：一般財源（市税等の使い道が特定されない財源）総額のうち，どのくらい公債費（借入金の償還）に

充当されたかを示す比率。一般的に 15％が警戒ライン，20％が危険ラインとされています。 



基本計画 

基本目標６ 

158  KASHIMA CITY  
 

第２節 効率的・効果的な行政運営の推進 
10 年後のまちの姿を「新しい公共という概念が浸透した，市民納得度の高いまちづくりが行わ

れています。」として，「①行財政改革の推進」「②民間活力の導入」「③広域行政の推進」といった

各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ 今後更なる税収の低下や扶助費の増大等，厳しい財政状況が続くことが予想されることから，

引き続き行財政改革を推進し，更に進行する人口減少や高齢化等の課題に効果的に対応する

施策を実施するため，一層のスリム化・効率化を図っていく必要があります。 

○ 新たに第６次行財政改革大綱を策定し，主に財政運営の健全化を中心とした全 35 の取り組

み項目を設定し，引き続き行財政改革を推進しています。 

 

○ 市の事業を行ううえで PFI

※42

制度等を含めた民間活力の導入の検討が必要となります。 

○ 多様な主体によるまちづくりを行財政改革の一環として捉え，市民参画制度の拡充，自治活

動・市民活動支援等に取り組んでいます。 

○ 指定管理者制度については，導入を検討した結果，現状の 22 施設で活用しています。 

 

○ 今後は，時代の変化に応じた広域での行政サービスを提供するために，課題の抽出等を行い，

更なる検討を図る必要があります。鹿行広域事務組合及び鹿島地方事務組合において，これ

らの組合を構成する各市と連携し，効率的な行政サービスの提供を図っています。 

 

 

  

                                                   
※42： Private Finance Initiative（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）のこと。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を指します。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①行財政改革の推進 

� 市民納得度や成果主義の視点に立ち，最適な施策・事業を見極め，経営型の行政運営を推進

します。 

� 効率的かつ計画的な行政運営を推進するため，PDCAマネジメントサイクルに基づく，事業

実績や費用対効果を客観的に把握することができる評価システムの一層の充実を図ります。 

 

 

②民間活力の導入 

� 限られた財源を最大限に活用するため，PPP

※43

を活用し，PFI，指定管理者制度，公設民営

（DBO）方式，さらに包括的民間委託，自治体業務のアウトソーシング等を検討し，民間活

力の導入を検討します。 

� 民間の資金，経営能力，技術的能力を活用することにより，国や地方公共団体等が直接実施

するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供できる事業について，PFI 手法を検討し

ます。 

 

 

③広域行政の推進 

� 鹿行地方の中心都市として，周辺地域や課題を共有する他都市との連携を推進し，効率的で

質の高い行政サービスの提供に努めます。 

� 文化やスポーツ施設等，市民相互の交流を深める公共施設の相互利用を推進します。 

� より一層効率的な広域行政を図るため，定住自立圏構想の検討を行います。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

各種審議会における 

公募委員の割合 

％ 20.0 20.0 100.0％ 20.0 

指定管理者制度 

導入施設数 

施設 22 36 61.1％ 22 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

第 6 次鹿嶋市行財政改革大綱（平成 28～32 年度） 

  

                                                   
※43： Public Private Partnership（パブリック・プライベート・パートナーシップ）のこと。公民が連

携して公共サービスの提供を行うスキームを指します。 



基本計画 

基本目標６ 
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第３節 行政サービスの向上 
10 年後のまちの姿を「市民生活に最も身近な行政機関として，良質な市民サービスが提供され

ています。」として，「①窓口サービスの向上」「②広報広聴機能の充実」「③情報化の推進」「④職

員の能力向上」「⑤効率的な組織運営」といった各施策を展開してきました。 

 

【まちの現状と課題】 

○ マイナンバー制度の施行に伴い，新たにマイナンバーカード（個人番号カード）を活用した

諸証明の「コンビニ交付」を導入しました。 

○ より効率的なサービスの実施に向けて新たに開始したコンビニ交付の状況を見ながら，自動

交付機を含む窓口サービスのあり方を検証する必要があります。 

○ 第２・第４日曜日に市役所窓口の一部開庁を実施し，平日に来庁することができない市民に

対する利便性の向上を図り，市民サービスの拡大を行っています。 

○ 市民に身近な事務等に関して，市民の視点に立ちながら，利便性の向上や事務処理の迅速化

等を目指して，県と協議し，事務事業の権限移譲を受け入れました。 

 

○ 定期発行の広報かしま以外に，FMかしまや市ホームページ・SNS等を活用して，幅広い対

象者に，新鮮かつ充実した行政情報・イベント情報・災害情報等を提供しています。 

○ より多くの市民に広報できるよう，引き続き様々な媒体において，市民ニーズに対応した魅

力あるわかりやすい情報提供を行っていく必要があります。第二次鹿嶋市情報化計画に基づ

き，パソコン，ネットワーク，システム等の整備を行い，行政サービスの利便性向上及び業

務の迅速化・効率化を推進しています。 

 

○ 主要システムを，庁舎内での保有・管理から，堅牢な外部のデータセンターで保有・管理し，

通信回線を経由して利用する形態を採用しました。情報セキュリティの強化や災害時の業務

継続性の確保を図ってきました。マイナンバー制度の施行により，更なる行政サービスの利

便性向上や業務効率化といった効果が期待できる反面，一層の情報セキュリティの強化が必

要です。 

 

○ 鹿嶋市人材育成方針に基づき，各種研修を通じて市職員としての資質向上や専門分野のスキ

ルアップを図っています。めまぐるしく変化する社会情勢に対応した研修を提供していく必

要があります。現在，職員の研修への参加率は増加傾向にあり，目標管理制度の運用による

人材育成の取り組みも職員に浸透しており，職員の能力向上を図っています。 

○ 社会経済情勢等の変化や地方分権，少子高齢化の進展，市民ニーズの多様化により生じる行

政課題に的確に対応できるよう，組織検討委員会を中心に組織体制を検討していく必要があ

ります。 

 

○ 複雑多様化する行政需要に対応し，柔軟かつ迅速に処理できる効率的な組織の改編を行い，

市民サービスを充実させる体制を整えました。 
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今後５年間の施策ごとの方針 

①窓口サービスの向上 

� 質の高い窓口サービスを提供するため，職員の接遇能力の向上に努めます。 

� 窓口の利便性向上のため，総合窓口サービスの内容の充実や自動交付機のあり方を含めた市

全体の窓口サービスの向上に努めます。 

� マイナンバーカード（個人番号カード）の普及を図り，市民の利便性が高いコンビニエンス

ストアでの諸証明発行サービスの利用促進に努めます。 

� 市民サービスの向上につながる事務事業については，積極的に権限移譲を受け入れます。 

 

 

②広報広聴機能の充実 

� 様々な媒体を活用し行政情報の発信を行い，市民意見の聴取のための広聴活動の充実に努め

ます。 

 

 

③情報化の推進 

� 情報通信技術を最大限に活用し，業務の迅速化と効率化を図りつつ，利便性の高い行政サー

ビスを提供します。 

� 個人情報の漏えい等を防止するため，情報セキュリティ対策の一層の強化を図ります。 

 

 

④職員の能力向上 

� 職員の研修機会の拡充を図り，職員一人ひとりの能力開発に努めます。 

� まちづくり出前講座への職員の派遣等を通じて，職員のコーディネート能力を高めるととも

に，職員の地域活動への積極的な参加を促進します。 

� まちづくりに関しての事業の企画・立案をグループで研究し，研修報告会等で発表するなど，

職員自らが企画・立案のスキルやプロセスを学ぶことで，職員の資質の向上を図ります。 

 

 

⑤効率的な組織運営 

� 新たな行政課題や多様化する市民ニーズに迅速かつ的確に対応するため，継続的に組織機構

の見直しを行い，機能的かつ効率的な組織体制の構築を図ります。 

� 特定・緊急の課題に対しては，プロジェクトチーム等の組織により，横断的な業務体制を構

築し対応を図ります。 

 

【施策の関連指標】 

指標 単位 H27 現状値 H28 目標値 現在達成率 H33 目標値 

職員の研修への 

参加率 

％ 91.0 100.0 91.0％ 100.0 

県から権限移譲を受け

る法令数 

法令 65 70 92.9％ 117 

マイナンバーカードの

普及件数 

件 1,857 10,000 18.6％ 45,000 

 

【関連する部門計画（計画期間）】 

第 6 次鹿嶋市行財政改革大綱（平成 28～32 年度） 

第 3 次鹿嶋市情報化計画 

新 



 

 

 


