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１　行政改革の必要性 １　行政改革の必要性
平成２２年３月２３日に、１市２村の合併により新印西市が誕生しました。
この合併後、平成２４年４月には、基礎自治体としての総合性、自立性を
高めるとともに、行政の効率性、機動性を備えた「第４次印西市行政改革
大綱」（計画期間：平成２４年度～平成２７年度）を策定し、行政改革を
進めてきたところです。
しかし、今後の市政を取り巻く環境は、少子高齢化の進展等に伴う市税の
減収、公共施設の老朽化等に伴う財政負担の増加、地方分権の進展等によ
る事務事業の増加など、ますます厳しい状況になることが予想される中
で、新たなニーズに対応するため、限られた財源で、柔軟かつ効果的な行
財政の運営を図ることが必要となります。
このような状況の中、平成２７年度に第４次大綱の計画期間が終了するこ

とから、これまでの取り組みを検証し、将来に渡って持続可能な自治体運営
を行うため、新たな行政改革大綱を策定し、行財政改革を積極的に推進して
く必要があります。
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２　市を取り巻く現状と課題 ２　市を取り巻く現状と課題
　①　厳しさを増す財政状況 　①　厳しさを増す財政状況

印西市の財政状況は、歳入面では高齢化等による市税の伸び悩みや税制改正
による法人市民税の減等が懸念され、さらには合併に伴う普通交付税の特例
措置分が平成２７年度から段階的に減少し、平成３２年には平成２６年度と
比較して約２２億円減額となる見込みです。また、歳出面では、高齢化の進
展や福祉ニーズ等の増大に伴う扶助費等の社会保障関係経費が増加するとと
もに、多くの公共施設等が、今後、更新時期を迎えることから、大規模修繕
や建替えに多額の財源が必要となり、さらに厳しい財政運営となることが予
想されます。

印西市の財政状況は、歳入面では高齢化等による市税の伸び悩みが懸念さ
れ、さらには合併に伴う普通交付税の特例措置分が平成２７年度から段階的
に減少し、平成３２年には平成２６年度と比較して約２２億円減額となる見
込みです。また、歳出面では、高齢化の進展や福祉ニーズ等の増大に伴う扶
助費等の社会保障関係経費の増加や、学校や道路をはじめとした公共施設の
維持管理及び改修費の増加が財政運営の重い負担となることが見込まれま
す。将来の財政負担については、平成２６年度末現在で地方債残高が約２０
１億円、債務負担行為支出予定額が約１０５億円と重い将来債務となってい
る現状から、今後も厳しい財政運営となることが予想されます。

②　人口減少・少子高齢化の進行

国立社会保障・人口問題研究所では、日本の総人口が今後10年間で６00
万人程度減少し、平成3７年には15歳未満の年少者が10人に１人、65歳
以上の高齢者が10人に３人という社会になると予測しており、人口減少、
少子高齢化の進行により、労働力不足、消費の低迷、地域社会の活力低下な
どが連鎖し、社会保障に係る負担増や税収の減につながることが懸念されて
います。印西市においては、総合計画における人口推計によると、平成３２
年まで緩やかに人口が増加することが見込まれていますが、高齢者の割合は
徐々に増加傾向にあり、年少者の割合については、横ばいとなっています。
今後は、大幅な人口増は見込めず、印西市でも、少子高齢化が進むことが懸
念されます。
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　③　地方分権改革の進展 　②　地方分権改革の進展
国は、地域がそれぞれの特徴を生かした自立的で持続的な社会を創生する
「地方創生」に向け、関係法令の整備や担当大臣の設置、新たな広域連携の
仕組みである地方中枢拠点都市の創設など、政府を挙げて取り組んでいると
ころであり、地方分権改革は、その中核をなす重要改革と位置付けられてい
ます。これまでの二期にわたる地方分権改革では、法令に基づく事務・権限
の移譲や義務付け・枠付けの見直しなどが進められてきましたが、第５次地
方分権一括法では、地域の提案に基づく改革を進めることとなりました。こ
れにより、意欲ある地方が、地域の特性に即した課題の解決を図ることを目
指し、自らの創意工夫を積極的に発揮することが求められるところであり、
自主性・自立性の高い行政運営に対する要請が一層高まることとなります。

　④　公共施設等の老朽化の進行 　③　公共施設等の老朽化の進行
市が保有する公共施設等は、昭和５９年の千葉ニュータウンのまちびらき等
を契機として、集中的かつ継続的に新規投資が行われてきたが、こうした公
共施設等が老朽化し、今後、大規模修繕や建替えの時期を迎えることとなり
ます。平成２６年度に行った市有建築物の現況調査では、今ある施設をすべ
て更新するものと仮定した場合、今後５０年間における建替え・大規模修
繕・維持管理にかかる費用が総額で2,953億円となり、1年あたりの平均額
では５９億円が必要となると見込んでいます。これは、市の財政にとって大
変な負担となることから、今後は、今ある公共施設を長期的な視点で建替え
及び大規模修繕・統廃合・長寿命化を行い、財政負担の軽減・平準化をする
とともに公共施設等の適正な配置を実現することが必要となります。
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３　大綱の基本方針 ３　大綱の基本方針
「第5次印西市行政改革大綱（平成２８年度～平成３２年度）」は、前で述
べた課題に対応するとともに市の総合計画における将来都市像「ひと まち
自然 笑顔が輝くいんざい」の実現のため、４つの基本目標のもと行政改革
を推進します。

基本目標１　持続可能な財政運営の推進
基本目標２　公共施設等の適正な管理
基本目標３　効率的な行政運営の推進
基本目標４　効率的・効果的な行政サービスの推進

４　計画期間 ４　計画期間
本大綱の計画期間は、市の総合計画との整合を図り平成２８年度から平成３
２年度までの５年間とします。

５　基本目標と基本施策 ５　基本目標と基本施策

基本目標１　持続可能な財政運営の推進 基本目標１　持続可能な財政運営の推進

税収の大幅な増加が見込めない中で、社会保障関連経費は増加の一途
をたどるなど、厳しい財政状況の中、自立可能な健全で安定した行財
政運営を進めるため、歳出の膨張の抑制、財政計画の着実な実践によ
る財政健全化の堅持、継続した自主財源確保の方策を検討など、持続
可能な財政運営を推進します。

　基本施策１　自主財源の確保 　基本施策１－１　自主財源の確保

将来にわたる財政の安定と健全性の確保を図るため、引き続き、市税等の徴
収強化、未利用財産の売却、市有財産への広告掲載、「使用料、手数料設定
等に関する事務指針」に基づく使用料、手数料の見直しなどを行い、自主財
源の確保に努めます。
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　基本施策２　歳出経費の抑制 　基本施策１－２　歳出経費の抑制

厳しい財政状況を踏まえ、「最小の経費で最大の効果」を基本に、人件費の
抑制、補助金の整理合理化、各種歳出経費の抑制に向けた取り組みを行いま
す。

　基本施策３　計画的な財政運営の推進 　基本施策１－３　計画的な財政運営の推進
将来の財政負担を見通した中長期的な視点から、効率的かつ適正な財政運営
を進めていくため、財政計画等に基づき計画的な財政運営を推進します。ま
た、公共施設等総合管理計画などを踏まえ、基金を適正に管理するなど必要
な財源の確保に努めます。

　基本施策４　地方公営企業の経営健全化 　基本施策１－４　地方公営企業の経営健全化
経営環境が厳しさを増す中にあっても、事業、サービスの提供を安定的に

継続できるよう、中長期的な視点に立った経営基盤の強化と財政マネジメン
トの向上に取り組みます。

基本目標２　公共施設等の適正な管理 基本目標２　公共施設等の適正な管理
　既存の公共施設及びインフラ資産については、公共施設等総合管

理計画を策定し、施設の更新、統廃合、長寿命化など、どのように公
共施設等を管理し、将来の維持管理費用の削減と平準化させていくか
について、基本的な考え方を明らかにします。また、この基本的な考
え方に基づき、市民の理解を得ながら、公共施設の整理統合等を行い
ます。

　基本施策１　公共施設等総合管理計画の推進 　基本施策２－１　公共施設等総合管理計画の推進

インフラや公共施設等の市有資産は、今後老朽化による更新時期を次々
と迎えることとなり、長期的な視点で公共施設等を計画的に維持管理してい
くことが必要となることから、施設の更新、統廃合、長寿命化などの基本的
な推進方針について、記載した公共施設等総合管理計画を平成２８年度に策
定し、維持管理費の削減と平準化を図ります。

6



　基本施策２　公共施設の見直しと計画的な維持管理 　基本施策２－２　公共施設の見直しと計画的な維持管理

公共施設等総合管理計画とともに公共施設の適正配置方針を策定し、これ
に基づき、市民の理解を得ながら、公共施設の整理、統合、利活用について
協議を重ね、再編を図ります。また、施設を長期活用する観点から、これま
で行ってきた事後修繕から予防修繕に転換し、計画的な施設の維持管理を図
ります。

公共施設等総合管理計画とともに公共施設の適正配置実施方針を策定し、
これに基づき、市民の理解を得ながら、公共施設の整理、統合、利活用につ
いて協議を重ね、再編を図ります。また、施設を長期活用する観点から、こ
れまで行ってきた事後修繕から予防修繕に転換し、計画的な施設の維持管理
を図ります。

基本目標３　効率的な行政運営の推進 基本目標３　効率的な行政運営の推進
複雑・多様化する市民ニーズや様々な行政課題に即応した施策を展開
するため、業務の合理化により組織を見直します。また、職員の意識
改革や能力向上を図るとともに、事務処理の更なる電算化などによ
り、効率的な行政運営を推進します。

　基本施策１　組織の見直し 　基本施策３－１　組織の見直し
複雑・多様化する市民ニーズに対応し、効率的・効果的な行政サービスを実
施するため事務事業の検証により、組織の肥大化を極力抑制しつつ、新たな
政策課題にも横断的かつ迅速な対応が図れる組織運営に努めます。

　基本施策２　定員管理の適正化 　基本施策３－２　定員管理の適正化
厳しい財政状況の中、複雑・多様化する市民ニーズ、地方分権の進展による
新たな事務に対応するため、定員管理計画に基づき、各部門への職員の配置
及び年齢構成の平準化を図りながら適正な職員数の確保に努めるとともに、
再任用職員の活用による事務の効率化を図るなど人員配置を柔軟に対応しま
す。

　基本施策３　人材育成の推進 　基本施策３－３　人材育成の推進

社会情勢の変化や地方分権の進展に柔軟かつ的確に対応できる職員を育成す
るため、「人材育成基本方針」に基づき研修体制等の充実を図るとともに、
公平・公正な人事評価制度を確立し、職員の能力を最大限発揮できる人事管
理に努めます。また、一層多様化・高度化する行政課題に対応していくた
め、豊富な経験を持つ人材及び専門分野に精通した人材の積極的な登用や職
員の意識改革により創意工夫・改善を推進します。
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　基本施策４　電算化による効率的な事務処理の推進 　基本施策３－４　電算化による効率的な事務処理の推進

事務処理等をさらに電算化するとともに、番号制度の導入により、迅速な対
応を通して市民及び職員の負担軽減を図り、より事務の合理化、効率化を推
進します。

事務処理等をさらに電算化するとともに、紙ベースの資料の電子化を進め、
行政情報のオープンデータ化を検討し、市民及び職員の負担軽減を図り、よ
り事務の合理化、効率化を推進します。

　基本施策５　各種施策等の行政評価の実施 　基本施策３－５　各種施策等の行政評価の実施
市の基本計画等で定めた各種施策等について、行政評価を実施し、マネジメ
ントサイクルにより効果的な行政運営を推進します。また、市民満足度・重
要度調査などの実施により市民ニーズを把握し、市民満足度の向上に努めな
がら、改革に反映していきます。

基本目標４　効率的・効果的な行政サービスの推進 基本目標４　効率的・効果的な行政サービスの推進
行政サービスをより充実したものとするため、事務事業の効果を検証
するとともに、行政が果たすべき役割を改めて見直し、民間がより効
率的に実施できるものは民間に委ねます。また、市民団体や企業等と
の連携を図り、効率的・効果的な行政サービスを推進します。

　基本施策１　事務事業の見直し 　基本施策４－１　事務事業の見直し
各課等における事務事業について、市民との協働、民間委託や指定管理者制
度の活用などアウトソーシングすることにより、本来、行政が主体としてす
べき事務事業に集中すべく、徹底した見直しを進めていきます。

　基本施策２　行政サービスの見直し 　基本施策４－２　行政サービスの見直し
「市民の便益の向上」を基本に現状の行政サービスを検証、改善し、市民の
立場に立って、各種窓口事務の効率的な運営、番号制度による各種申請等の
簡素化など、より便利さを実感できるように努めます。

　基本施策３　民間活力の導入の推進 　基本施策４－３　民間活力の導入の推進
民間事業者の専門知識やノウハウを効果的、効率的に活用し、行政サービ

スの向上を図るため、民間委託の推進や指定管理者など民間活力の更なる導
入を推進します。
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　基本施策４　市民協働事業の推進 　基本施策４－４　市民協働事業の推進
地域に応じたきめ細かい行政サービスを推進するため、職員の意識啓発や市
民活動支援を通じて、ＮＰＯ法人・市民活動団体などが主体となって実施し
た方が、効果的・効率的な事業について、協働の取り組みを推進し、行政
サービスの充実を図ります。

６　行政改革の推進にあたって ６　行政改革の推進にあたって
市民の代表等からなる「印西市行政改革推進委員会」では、各年度の
進捗状況の報告を受け、行政改革推進における重要事項の調査・審議
また、行政改革を確実に実施するため、市長を本部長とする「印西市
行政改革推進本部」において、大綱に基づいた取り組み（実施計画）
の進行管理を行います。
さらに、計画の推進にあたっては、わかりやすい目標の設定及び結果
の公表を行いながら実施していきます。
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