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Ⅰ．はじめに 

 美馬市行財政システム改革基本方針の具体的な方策について、実施事項、実施時期、

目標値等を明らかにすることによって、改革を着実に実現していくために、美馬市行

財政システム改革の前期実施計画書を策定します。 

 行財政システム改革とは、従来の減量型行財政改革の限界を踏まえ、合併を機に行

財政の仕組み自体を見直していこうとするものです。 

 仕組みの見直しの柱となるものは事務事業評価システムの構築であり、もう一つは

財政システムの改革です。 

 事務事業評価システムとは、市が行う様々な行政活動について、その目標を明らか

にし、毎年時、成果を評

を重ねていく仕組みのこ

① 

 財政システムとは、予

を、いかに市民の合意を

討が求められています。

 そして、その他の市行

して効率的な行政の実現

 

 

 

Ⅱ．計画の性格 

  この計画は、前述の仕

組む具体的な事項を取り

このため、事務の効率

施時期、目標値を設定し

 

 

 

 

 

価・公表することにより、市民満足度を高めながら更に改善

とで、今回の改革の根幹となるものです。 

算編成から執行に至る一連の仕組みのことで、限られた財源

得ながら有効に配分し執行していくのかという視点での再検

 

政の様々な分野にわたって、財政の健全化と、公正、公平そ

をめざして改革を加えていきます。 

組みの改革を実現する為に、それぞれの業務の所管課等で取

まとめたもので、いわば決意表明となるものです。 

化等、目標値の設定が難しいものを除き、実施事項ごとに実

、市民に公表することとします。 
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Ⅲ．計画の期間 

  美馬市行財政システム改革の実施計画については、固定的なものではありません。

現在のように地方自治体を取り巻く情勢の変化が激しい状況下においては、状況に合

わせて計画の見直しを行うことにより、計画の質を上げていく必要があります。 

このため、この前期実施計画については、計画期間を平成１７年度から平成１８年

度までの２年間とし、直ちに実施しなければならない事項を中心として掲げ、５年以

内に実施又は着手する見込みのものについては、参考として例示するに留めることと

します。 

そして、前期計画の進捗状況を踏まえ、平成１９年度から平成２１年度までの３年

間を計画期間とする後期実施計画を、平成１８年度中に策定するものとします。 

 

 

Ⅳ．計画の体系 
１．市民とともにまちづくりを進めるために 

(1)市民と行政の共創・協働 

①政策形成過程での市民参加を促進する。 

②公益的な市民活動を支援し、活動領域の拡大を促す。 
② 

(2)情報公開の推進 

 ①個人情報の保護に留意しつつ、開かれた行政を積極的に推進する。 

(3)地域情報化の推進 

①情報ネットワーク等のインフラ整備を行うことにより、行政情報の提供と市

民ニーズの把握に努める。 

 

２．行政課題に適切に対応するために 

(1)事務事業評価制度の導入 

①効果的に事務事業を遂行するため、事務事業評価システムを導入し、併せて

事務事業の再編・整理、廃止・統合に努める。 

②事務事業別事務量調査を実施し、行政運営の効率化に努める。 

(2)組織・機構の見直し 

①市民の利便性に基本を置きながら、簡素で効率的な組織へと見直しを行う。 
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②出先機関を見直し、施設の統合及び複合化について検討する。また、可能な

範囲で行政機能を本庁舎に集中させる。 

③行政の情報化を推進し、市民が利用しやすい行政サービスの提供に努める。 

(3)広域行政の推進 

①一部事務組合については、関係自治体と連携し効率化に努める。 

 

３．職員の能力を発揮するために 

   (1)定員管理の適正化 

①事務事業の見直しの中で、あるべき適正な職員数の把握に努め、具体的な定

員適正化計画を策定し、退職者・採用の長期的な適正化を図る。 
③ 

   (2)給与及び諸手当の適正化 

①給与制度及び給与水準については、市の厳しい財政状況を勘案しながら、適

正に運用する。 

②各種手当については、支給対象及び支給基準等を精査し、必要な見直しを行

う。 

(3)職員の意識改革と資質の向上 

①高度化する行政課題・行政要望に対応できる職員を育成するため、研修の充

実を図るとともに、自主研究など職員の能力開発に結びつく活動を促進する。 

②人事評価システムの活用により適材適所の人事管理に努める。 

 

４．財政運営を効率化するために 

(1)財政運営の適正化 

①人件費、公債費をはじめとする義務的経費を抑制し、計画的な財政構造の改

善に努める。 
④ 

②経費全般について徹底的な見直しを行い、その節減及び合理化を図る。 

③公有地の利活用について見直し、遊休、不用なものは処分する。 

④各種団体補助金については、交付基準等を明確にし、選択と集中を図ること

により総額では抑制する。 

⑤公共工事の事業評価を徹底し、総額を抑制した中で選択と集中を図る。 

⑥品質の確保、談合の防止の観点から、入札制度を見直す。 
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(2)受益者負担の適正化 

①市税については、課税客体の的確な把握に努めるとともに、滞納整理の着実

な実行により公平性を確保する。また、国民健康保険税、介護保険料につい

ても徴収率の向上を図る。 

②公共料金については、行政コストを重視し、最長でも３年ごとに見直しを行

い、受益者負担の適正化を図る。また、料金を徴収していない施設やサービ

スについては、公平性と公益性に配慮し、有料化を検討する。なお、一部の

使用料など、地域により料金体系が異なるものについては、早期に是正する。 

(3)第三セクターの活用と見直し 

①第三セクターについては市の支援に依存しないよう体質の改善を図るため、

総合的な運営指針・計画の策定を促す。 

(4)民間委託等の推進 

①公共サービスの領域について検討し、民間委託等を推進する。 
⑤ 
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Ⅴ．実施事項 
 
１．市民とともにまちづくりを進めるために 

 

(1)市民と行政の共創・協働 

①政策形成過程での市民参加を促進する。 ※（）内は平成１８年度の所管課等名 

事項Ｎｏ １－(1)－① 実施部局等
企画財政課（総合計画推進室）

所管各課等 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

各種計画策定時における市民参加の促進      

・計画策定時の委員には公募委員を入れる  実施 継続 継続 継続

・女性の積極的な参画が図られるような仕組みを検討する  検討 実施 継続 継続

・各種計画の策定にあたっては原則としてパブリック・コメン
トを実施する  試行 実施 継続 継続

 

・市民の主体的参加が得られるよう行事立案の方法を見直す  検討 実施 継続 継続

実施理由及び目標値 
パブリック・コメント導入指針などを整備し、各種計画等の策定時には幅広い市民の意
見反映を図ることにより、市政に市民の参画を求める 

 

②公益的な市民活動を支援し、活動領域の拡大を促す。 

事項Ｎｏ １－(1)－② 実施部局等
地域振興室（ふるさと振興課）

所管各課等 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

市民活動の活性化促進      

 ・地域コミュニティーやＮＰＯそしてボランティア等、市民の
自主的な活動の支援や連携を図る 検討 実施 継続 継続 継続

実施理由及び目標値 
活動支援の窓口を設置し、多様な公共サービスの提供体制を構築する 

 

(2)情報公開の推進 

①個人情報の保護に留意しつつ、開かれた行政を積極的に推進する。 

事項Ｎｏ １－(2)－① 実施部局等
秘書広報課（総務課） 

所管各課等 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

積極的な情報公開の推進      

・情報公開・個人情報保護条例を平成１８年度から施行する 実施      

・市の重要な計画や事業の内容及び進捗状況など、市政情報を
積極的に公表する  実施 継続 継続 継続

実施理由及び目標値 
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情報開示請求への対応のみならず、広報紙やホームページでの情報提供、地域説明会の
開催など、積極的に行政の説明責任を果たしていく 

 

(3)地域情報化の推進 

①情報ネットワーク等のインフラ整備を行うことにより、行政情報の提供と市民ニ

ーズの把握に努める。 

事項Ｎｏ １－(3)－① 実施部局等
情報電算課 

所管各課等 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

情報基盤整備の推進      

 ・情報ネットワークのインフラ整備を推進する 構想 計画 着手 整備 試行

実施理由及び目標値 
地上デジタルテレビ放送に対応するとともに、行政情報の配信、遠隔医療など多様な活
用を図るためのインフラ整備を、平成２１年４月までに完了する 
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 ２．行政課題に適切に対応するために 

 
(1)事務事業評価制度の導入 

①効果的に事務事業を遂行するため、事務事業評価システムを導入し、併せて事務

事業の再編・整理、廃止・統合に努める。 

事項Ｎｏ ２－(1)－① 実施部局等 企画財政課（総合計画推進室）

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

事務事業評価システムの導入      

・平成１８年度に試行導入し、平成２０年度には本格導入する    実施 継続 

・市民参加型の事務事業評価を導入する  検討 試行 実施 継続

実施理由及び目標値 
新規事業については事前評価を実施するとともに、継続事業についてはＰＤＣＡのサイ
クルに基づき事務事業の的確な評価を実施し、効果的・効率的な施策展開に努める 

 

②事務事業別事務量調査を実施し、行政運営の効率化に努める。 

事項Ｎｏ ２－(1)－② 実施部局等
総務課（人事課） 

企画財政課（総合計画推進室）

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

事務事業別事務量調査の実施      

 ・各事務事業別の事務量調査を実施し、適正な稼動を確保する 試行 実施 継続 継続 継続

実施理由及び目標値 
定期的に実態を把握し人員配置の見直しを行うことにより、事務事業の適正な稼動を確
保する 

 

(2)組織・機構の見直し 

①市民の利便性に基本を置きながら、簡素で効率的な組織へと見直しを行う。 

事項Ｎｏ ２－(2)－①－ア 実施部局等 企画財政課（人事課） 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

組織の再編      

 ・市民の利便性を基本に、簡素で効率的な組織へと見直す 検討     段階的に実施 

試 行 

実施理由及び目標値 

・関連業務を再編することにより、業務処理の迅速化を図る 

・組織の再編により平成２２年４月までに、１０課以上削減する 

 

事項Ｎｏ ２－(2)－①－イ 実施部局等 企画財政課（人事課） 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21
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部単位での権限の拡大      

 ・事務決裁規程の見直し 実施 継続 継続 継続 継続

実施理由及び目標値 
意思決定時間を短縮し、事務の効率化を図ることにより、住民サービスの停滞を防ぐ 

⑥ 

 

事項Ｎｏ ２－(2)－①－ウ 実施部局等 企画財政課（人事課） 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

プロジェクトチームの設置      

 ・部課等を横断する重点施策については、プロジェクトチーム
を編成する 検討 実施    

実施理由及び目標値 
収納対策等の部課等を横断する重点施策については、プロジェクトチームを編成し、業
務を円滑に遂行するため担当理事を配置する 

 

②出先機関を見直し、施設の統合及び複合化について検討する。また、可能な範囲

で行政機能を本庁舎に集中させる。 

事項Ｎｏ ２－(2)－②－ア 実施部局等 所管各課等 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

各施設の更新時及び需要度合いにより配置の見直し      

・学校（園）の適正規模・適正配置について教育振興計画の中
で検討する  

検討 
   

・幼稚園と保育所の一元化について検討する   

・美馬中学校寄宿舎の廃止 検討 実施 

 

・木屋平寮の見直し  検討 

実施理由及び目標値 
住民ニーズを勘案しながら、計画的に施設の統廃合及び複合化を進め、施
化を図る 

結果に基づき、 

後期実施計画で位置付 

検 討 

 

事項Ｎｏ ２－(2)－②－イ 実施部局等 企画財政課（総合計

実施
実施事項 

17 18 

庁舎のあり方を検討   

 ・庁舎のあり方について検討し、実施する   検 

実施理由及び目標値 
庁舎検討委員会を設置し、中長期的な機構の想定を行うことにより、設備
を図る 
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結果に基づき、 

後期実施計画で位置付
 
  

実施   

設管理の効率

画推進室）

時期 

19 20 21

   

 着手 継続討 

投資の効率化



 

③行政の情報化を推進し、市民が利用しやすい行政サービスの提供に努める。 

事項Ｎｏ ２－(2)－③ 実施部局等
情報電算課 

所管各課等 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

行政の情報化の推進      

・各種申請様式の電子化を進める 試行     

 
・自動証明書発行システムの設置について調査検討する     検討

実施理由及び目標値 
インターネットを活用した電子市役所を構築していくなど、多様な住民サービスの提供
体制を整える 

段階的に実施 

 

(3)広域行政の推進 

①一部事務組合については、関係自治体と連携し効率化に努める。 

事項Ｎｏ ２－(3)－① 実施部局等
企画財政課（総合計画推進室）

所管各課等 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

一部事務組合の見直し      

 ・消防組合及び火葬場組合などの再編等を検討する  協議    

実施理由及び目標値 
旧美馬町地域に偏在する合併に伴うねじれ現象を解消するとともに、構成団体が１市１
町となった事務組合については、更なる広域化を模索する 

結果に基づき、順次実施 
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３．職員の能力を発揮するために 
 

  (1)定員管理の適正化 

①事務事業の見直しの中で、あるべき適正な職員数の把握に努め、具体的な定員適

正化計画を策定し、退職者・採用の長期的な適正化を図る。 

事項Ｎｏ ３－(1)－① 実施部局等 総務課（人事課） 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

定員の適正化      

 ・有資格業務に配慮した、定員適正化計画を策定する 策定 実施 継続 継続 継続 

実施理由及び目標値 

・事務事業別事務量調査など行政需要の的確な把握に努め、効率的な人員配置を図る 
・職員数を平成１７年４月から平成２２年４月までに６２名以上削減する 

 

 (2)給与及び諸手当の適正化 

①給与制度及び給与水準については、市の厳しい財政状況を勘案しながら、適正に

運用する。 

事項Ｎｏ ３－(2)－① 実施部局等 総務課（人事課） 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

給与制度及び給与水準の適正化      

 ・給料表の適正運用に努める 検討 実施 継続 継続 継続 

実施理由及び目標値 

厳しい財政状況を勘案しながら、国及び県の基本的な考え方に沿った運用に努める 

 

②各種手当については、支給対象及び支給基準等を精査し、必要な見直しを行う。 

事項Ｎｏ ３－(2)－② 実施部局等 総務課（人事課） 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

各種手当の見直し      

 ・実態調査を実施し、見直しを行う 検討 実施 継続 継続 継続 

実施理由及び目標値 

厳しい財政状況を勘案しながら、国及び県の基本的な考え方に沿った運用に努めるとと

もに、特殊勤務手当については独自の見直しを行う 

 

(3)職員の意識改革と資質の向上 

①高度化する行政課題・行政要望に対応できる職員を育成するため、研修の充実を

図るとともに、自主研究など職員の能力開発に結びつく活動を促進する。  
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事項Ｎｏ ３－(3)－① 実施部局等 総務課（人事課） 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

職員の能力を高める      

 ・人材育成の基本方針を策定し、実施する   策定 実施 継続 継続 

実施理由及び目標値 

県自治研修センター、全国市町村職員中央研修、自治大学校など様々な研修機関を活用

するとともに、国際交流員の招致を行うなど、総合的・体系的な人材育成に努める 

⑦ 

 

 ②人事評価システムの活用により適材適所の人事管理に努める。 

事項Ｎｏ ３－(3)－② 実施部局等 総務課（人事課） 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

職員の意欲を高める      

 ・人事評価を活用した適材適所の人事管理に努める   検討   実施  試 行 

実施理由及び目標値 

職員の能力や意欲を最大限に引き出し、的確な人事管理に努める 
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４．財政運営を効率化するために 
 

  (1)財政運営の適正化 

①人件費、公債費をはじめとする義務的経費を抑制し、計画的な財政構造の改善に

努める。 

事項Ｎｏ ４－(1)－①－ア 実施部局等
総務課（人事課） 

企画財政課（財政課、総合計画推進室）

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

計画的な財政構造の改善      

 ・財政健全化計画と定員適正化計画そして総合計画との整合性
を堅持する 検討 実施 継続 継続 継続 

実施理由及び目標値 
後年次負担を抑制し、義務的経費を平成２１年度決算までに平成１７年度決算から８％
以上削減する 

 

事項Ｎｏ ４－(1)－①－イ 実施部局等 総務課（人事課） 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

人件費の抑制      

 ・特別職給与、職員給与、管理職手当を削減する 検討 実施 継続 継続  

実施理由及び目標値 
厳しい財政状況を勘案し、平成１８年度から３年間、特別職給与を１５～１０％、一般
職給与を５％削減するとともに、管理職手当については２％引き下げることにより、人
件費総額を抑制する 

 

②経費全般について徹底的な見直しを行い、その節減及び合理化を図る。 

事項Ｎｏ ４－(1)－②－ア 実施部局等
契約管財課 

所管各課等 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

物品の集中管理の徹底       

 ・一括購入を推進する 検討 試行 実施 継続 継続

実施理由及び目標値 
コピー用紙等特定品目の一括発注を行うとともに、ＯＡ機器・機材の統一を図ることに
よりコストの削減を図る 

 

事項Ｎｏ ４－(1)－②－イ 実施部局等
契約管財課 

所管各課等 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

備品の集中管理の推進       
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 ・公用車の稼動状況調査実施し、適正配置に努める 実施 継続 継続 継続 継続 
実施理由及び目標値 

稼動の効率化を図り、総数を抑制する 

 

事項Ｎｏ ４－(1)－②－ウ 実施部局等
契約管財課 

所管各課等 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

委託料の抑制      
 ・業務の委託方法について見直しを行う  検討 実施 継続 継続

実施理由及び目標値 

入札の徹底により総額の抑制を図る 

 

事項Ｎｏ ４－(1)－②－エ 実施部局等

企画財政課（総合計画推進室）

情報電算課 

所管各課等 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

データベース共有化の推進      

 ・統合型ＧＩＳの導入を進める 検討 着手  
  

実施理由及び目標値 
固定資産をはじめとする様々な業務に必要な地理情報の基本データを統一することによ
り、データベース作成コストの抑制と利便性を高める 

 

事項Ｎｏ 
４－(1)－②－オ

 
実施部局等 所管各課等 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

公営企業における経営の総点検を実施      
 ・水道事業における中期計画を策定し、経営の健全化に努める 策定 調整 実施 継続 継続

実施理由及び目標値 

業務の見直しを行い、コストの削減に努めるとともに、料金改定を実施するなどにより

企業運営の健全化を図る 

 

③公有地の利活用について見直し、遊休、不用なものは処分する。 

事項Ｎｏ ４－(1)－③ 実施部局等 契約管財課 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

遊休、不用の公有財産（土地・建物）の処分と活用      

⑧ 
段階的に実施 
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 遊休、不用の公有地を処分する 検討   

実施理由及び目標値 

遊休、不用の公有地については、計画的に売却を行い、財源確保と維持

図る 

 

④各種団体補助金については、交付基準等を明確にし、選択と集中

り総額では抑制する。 

事項Ｎｏ ４－(1)－④ 実施部局等
企画財政課（財政

所管各課等 

実施事項 
17 1

市単独補助金交付システムの確立   

 ・補助金交付システムの確立を図る 検討 実

実施理由及び目標値 

必要性、公益性の確保を厳格化することにより支出の抑制を図り、総額

度実績において、平成１６年度実績の１割以上を削減する 

 

⑤公共工事の事業評価を徹底し、総額を抑制した中で選択と集中を

事項Ｎｏ ４－(1)－⑤ 実施部局等
企画財政課（総合

所管各課等 

実施事項 
17 1

事業評価の実施   

 ・事業評価委員会を設置し、事業の選択と集中を図る   試

実施理由及び目標値 

事業の優先度等を測定し、総額の抑制を図る 

 

⑥品質の確保、談合の防止の観点から、入札制度を見直す。 

事項Ｎｏ ４－(1)－⑥ 実施部局等
契約管財課 

所管各課等 

実施事項 
17 1

入札制度の見直し   

 ・プロポーザル方式など事業の態様に合せた様々な入札方法に
ついて検討するとともに、電子入札制度の導入についても調
査検討する 

  
検

実施理由及び目標値 
品質の確保を図るなど長期的な視野に立ったコスト削減に努めるととも
を図ることにより不公正な支出を防ぐ 

⑨ 

 

(2)受益者負担の適正化 

①市税については、課税客体の的確な把握に努めるとともに、滞納
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段階的に実施
   

管理費の節減を

を図ることによ

課） 

実施時期 

8 19 20 21

   

施 継続 継続 継続

では平成１８年

図る。 

計画推進室）

実施時期 

8 19 20 21

   
行 実施 継続 継続

実施時期 

8 19 20 21

   

討 
   

に、談合の防止

結果に基づき、 

後期実施計画で位置付 

整理の着実な実



 

行により公平性を確保する。また、国民健康保険税、介護保険料についても徴収

率の向上を図る。 

事項Ｎｏ ４－(2)－①－ア 実施部局等
課税課（税務課） 

収納課（税務課） 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

市税における課税客体の的確な把握と収納率の向上      

 ・課税客体の把握体制及び収納体制を強化する 検討 実施 継続 継続 継続 
実施理由及び目標値 

・固定資産の評価にかかる整合性を、平成２１年度までに図る 

・税負担の公平性を確保するために、市税の現年度収納率を平成１６年度実績（９７．

２７％）から１％以上引き上げる 

 

事項Ｎｏ ４－(2)－①－イ 実施部局等 収納課（税務課） 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

滞納整理の充実（差押による滞納処分をより積極的に実施する）      

 ・滞納整理体制の充実を図り、滞納者の減少に努める 検討 実施 継続 継続 継続 
実施理由及び目標値 

税負担の公平性を確保するために、市税の過年度分にかかる徴収率を平成１６年度実績

（１９．３４％）から１５％以上引き上げる 

 

事項Ｎｏ ４－(2)－①－ウ 実施部局等 収納課（税務課） 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

前納報奨金制度の見直し      

 ・住民税及び固定資産税の前納報奨金を廃止する 検討 実施    
実施理由及び目標値 

自主納付の普及を図る（近隣市町においても廃止の方向） 

 

事項Ｎｏ ４－(2)－①－エ 実施部局等 収納課（税務課） 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

国民健康保険税の収納体制の強化      

 ・収納率の向上に努める 検討 実施 継続 継続 継続 
実施理由及び目標値 

負担の公平性を確保するために、現年度収納率９５％以上（平成１６年度９３．３４％）

を目標とし、過年度を含めた全体収納率を８３％以上（平成１６年度８０．２７％）に

引き上げる 
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事項Ｎｏ ４－(2)－①－オ 実施部局等 収納課（税務課） 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

介護保険料の収納体制の強化      

 ・収納率の向上に努める 検討 実施 継続 継続 継続 
実施理由及び目標値 

負担の公平性を確保するために、過年度を含めた全体の収納率を９８％（平成１６年度

９７．５３％）以上に引き上げる 

 

 

②公共料金については、行政コストを重視し、最長でも３年ごとに見直しを行い、

受益者負担の適正化を図る。また、料金を徴収していない施設やサービスについ

ては、公平性と公益性に配慮し、有料化を検討する。なお、一部の使用料など、

地域により料金体系が異なるものについては、早期に是正する。 

事項Ｎｏ ４－(2)－②－ア 実施部局等 所管各課等 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

各種使用料の見直し      

・公共施設の使用料見直しを適宜行う       

・水道使用料の見直しを行う   実施    
実施理由及び目標値 

・コストを勘案しながら、公平性の確保を図る 

・水道使用料については、平成１９年度から料金改定を行う 

討 

討  

 

事項Ｎｏ ４－(2)－②－イ 実施部局等 所管各課等 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

各種使用料の徴収強化      

 
・水道料金、住宅家賃、保育所保育料等の滞納にかかる徴収を
強化する 検討 実施 継続 継続 継続 

実施理由及び目標値 

滞納を防止することにより、受益者負担の公平性の確保を図る 

 

事項Ｎｏ ４－(2)－②－ウ 実施部局等 所管各課等 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

各種手数料の見直し      

・各種手数料の見直しを行う   
 
・７０歳以上の総合検診を有料化する 検討 実施 

討  
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段階的に実施
段階的に実施
検 
検 
検 
   
   



 

実施理由及び目標値 

コストを勘案しながら、公平性の確保を図る 

 

(3)第三セクターの活用と見直し 

①第三セクターについては市の支援に依存しないよう体質の改善を図るため、総合

的な運営指針・計画の策定を促す。 

事項Ｎｏ ４－(3)－① 実施部局等
農政課、林政課 

商工観光課 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

総合的な運営指針・計画の策定      

 ・総合的な運営指針・計画を策定し、体質の改善を図る  検討 実施 継続 継続 
実施理由及び目標値 
各社の必要性を再検討することにより、今後の各社のあり方並びに行政との関係を明確
化する 

 

(4)民間委託等の推進 

①公共サービスの領域について検討し、民間委託等を推進する。 

事項Ｎｏ ４－(4)－①－ア 実施部局等
契約管財課 

所管各課等 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

公共施設管理の適正化      

 ・指定管理者制度の活用を図る 検討 実施 継続 継続 継続 
実施理由及び目標値 

公共施設の管理について、領域の適正化を図る 

 

事項Ｎｏ ４－(4)－①－イ 実施部局等
企画財政課（総合計画推進室）

所管各課等 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21

外部委託の推進      

 ・業務の見直しを行い、外部委託を推進する  検討 実施 継続 継続 
実施理由及び目標値 

民間活力導入指針を作成し、業務全般について、領域の見直しを図る 

 

事項Ｎｏ ４－(4)－①－ウ 実施部局等 学校教育課 

実施時期 
実施事項 

17 18 19 20 21
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学校給食のあり方を検討      

 ・学校給食の運営方法について検討を行う  検討    
実施理由及び目標値 

一部の中学校に導入されているデリバリー方式について検証するとともに、旧町単位で

異なる給食の運営方法について再検討し、施設管理の効率化を図る 

結果に基づき、 

後期実施計画で位置付 
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Ⅵ．向こう５年間の展望 ＜集中改革プラン＞ 

 １．経緯と位置付け 

平成１７年３月末に総務省より「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」が通知され、平成１７年度中に平成１７年度から２１年度までの

具体的な取り組み内容や数値目標を明示した「集中改革プラン」を策定し、これ

を公表することが示されました。 

一方、本市は平成１７年３月に美馬郡内の四か町村が合併し、美馬市として発

足したところです。 

このため、今後の本市の行財政システム構築指針として「美馬市行財政システ

ム改革基本方針」を平成１８年３月に定め、その実施計画をもって本市の集中改

革プランと位置付けるものです。 

しかしながら、本市の実施計画は、分庁方式による合併直後という特殊事情や、

現下の不安定な地方自治体を取り巻く情勢をかんがみ、平成１７年度を初年度と

する前期２年、平成１９年度を初年度とする後期３年の計画となったため、国の

指針に沿って、ここに向こう５年間の現時点での考え方を示すものです。 

 

 ２．取り組みの概要 

  (1) 事務・事業の再編・整理、廃止・統合  

       1) 事務事業評価システムの導入 

本市においては、総合計画が平成１８年度中に策定の予定であり、現時点

では、合併協議会において策定された「新市まちづくり計画」に基づいて施

策の展開が行われています。このため、平成１８年度及び平成１９年度につ

いては事務事業評価システムの試行期間とし、平成２０年度より本格導入す

ることとしています。 

これにより、ＰＬＡＮ．ＤＯ．ＣＨＥＣＫ．ＡＣＴＩＯＮという継続的な

点検評価サイクルを確立し、市政運営における資源の効果的な配分を図ると

ともに、評価結果を公表することにより、行政の透明性を図り、市民参加の

市政を推進していきます。 
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  (2) 民間委託等の推進 

    1) 指定管理者制度の活用 

公の施設における管理においては、民間に委ねた方が効果的・効率的な運

営が期待できるものが増えています。 

本市においても、市が保有する２９４施設について管理のあり方を「美馬

市指定管理者制度導入にかかる指針」に基づき検証し、平成１８年度より２

６施設（２２件）について、指定管理者制度を導入することになりました。 

なお、今回は導入を見送った施設についても今後更に検討を重ね、環境が

整った段階で導入を進めていきます。 

 

    2) 外部委託の検討・実施 

現在、市が行っている業務全般について総点検を実施し、業務の内容によ

り、民間に委ねた方がより効果的・効率的なものについては、順次、外部委

託を進めていきます。 

 

  (3) 定員管理の適正化 

本市にあっては、合併前の各町村においても組織のスリム化に努めてきたと

ころです。平成１１年４月１日時点における現在の枠組みによる職員の合計数

は６００名で、平成１６年４月１日時点では５６４名と３６名の減員となって

おり、減少率は△６．０％となっています。また、平成１７年４月１日時点に

おいても一部（保育士・消防士）を除き退職者の補充を見送ったため、更に８

名の減員となっています。 

しかしながら、合併直後ということもあり、本市の正規職員数は、平成１７

年４月１日時点で普通会計５１３人（一般職員４２９人、教育公務員３１人、

消防職員５３人）、公営事業会計４４人、併せて５５７人となっています。こ

のうち、一般職員４２９人は合併をしていない類似団体の平均値３３２人（平

成１５年度普通会計決算）を大きく上回っているのが実情です。このため、合

併協議の中でも望ましい職員数について議論され、一般職員の退職者４人につ

き新規採用を１人とし、１０年間で１１５人を削減することとなっています。 

⑩ 

しかし、その後に示された国の指針を踏まえ、向こう５年間は一般職員の事
⑪ 
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務職を中心として退職者の補充を６２人以上控えることとし、１０年間で１２

４人以上削減することとします。 

これにより、平成１７年度から平成２１年度までの５年間で１１．１％以上

の職員を削減します。 

 

   (4) 手当の総点検をはじめとする給与の適正化 

職員の給与制度については、市民の納得が得られる給与制度及び水準への見

直しが求められているところから、国における給与制度改革を見据え、本市と

しても国及び県の基本的な考え方に沿った給与制度を構築し、公表していく必

要があります。 

     1) 給料表及び運用の見直し 

給料表及びその運用については、国及び県の基本的な考え方に沿って平成

２１年度までに見直しを図っていきます。 

 

    2) 高年齢層職員の昇給制度並びに退職時の特別昇給の見直し 

高年齢層職員の昇給制度及び退職時の特別昇給制度についても、国及び県

の基本的な考え方に沿って平成２１年度までに見直しを図っていきます。 

 

    3) 退職手当の見直し 

本市は、退職手当について徳島県市町村総合事務組合に加入し運用を図っ

ているところです。このため、今後も構成団体の立場から組合の適切な運営

に努めていきます。 

⑫ 

 

    4) 特殊勤務手当の見直し 

特殊勤務手当については、合併協議の段階で精査が行われたところですが、

今後も県内の他の自治体の動向を見据えながら、適切性・必要性を検討し、

見直しを進めていきます。 

 

   (5) 第三セクターの見直し 

本市においては、地域の観光施設の管理運営を担う第三セクターが３社、農

業振興を担う第三セクターが１社、そして林業振興を担う第三セクターが１社
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併せて５社設置されていますが、指定管理者制度の導入に伴い観光施設の管理

運営を担う第三セクターについては、そのあり方が問われています。 

このため、平成１８年度に第三セクターの役割等について抜本的な検討を行

い、市の取り組む課題と第三セクター自らが取り組む課題について明らかにし

た総合的な指針の策定を行い、平成２１年度までに、第三セクターの統廃合や

市の関与のあり方について見直しを進めていきます。 

 

   (6) 地方公営企業の経営健全化 

地方公営企業の事業数は、地方公営企業法非適用を含めて６事業となってい

ますが、これらの事業が供給するサービス内容については、地方公営企業とし

て自治体が直接実施するにふさわしいものであるかどうか再検討の余地もみ

られます。 

また、地方公営企業として事業を継続するにしても、指定管理者制度などの

民間的経営手法の導入や中期経営計画の策定、事務事業の見直しについては当

然に求められるものです。このため、これらのことを踏まえて、社会経済情勢

の変化を適切に捉え、より一層の経営の健全化を推進していきます。 

    1) 法適用事業 

     ① 水道事業 （職員数１２人） 

       上水道事業については、平成１６年度末における給水人口は２６，６０

５人で、年間総有収水量は約３５３万５千㎥、有収率は８０．３％となっ

ています。 

経営状況は、平成１６年度の単年度では黒字となっていますが、過年度

からの累積欠損金により年度末で約１億６千１百万円の累積欠損金とな

っています。また、設備投資に伴う企業債残高が約３６億４百万円あり、

自己資本比率は１５．９％となっています。 

このため、今後の中期展望を行いながら経営の安定化を図るため、平成

１７年度に中期計画を策定いたしました。今後は、業務の見直しを行い、

コストの削減に努めるとともに、中期計画を基に料金改定を行うなど健全

経営に努めていきます。 

 

    2) 法非適用事業 
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     ① 簡易水道事業（職員数７人） 

簡易水道事業については、平成１６年度末における給水人口は６，３９

８人で、年間総有収水量は約６８万６千㎥です。 

経営状況は、平成１６年度末では約１千４百万円の黒字となっています

が、収支のバランスは取れておらず、一般会計から約４千２百万円の基準

外繰入を行っています。また、設備投資に伴う企業債残高は約１６億１千

８百万円です。 

このため、今後の中期展望を行いながら経営の安定化を図るため、業務

の見直しを行い、コストの削減に努めるとともに、上水道事業の中期計画

を参考に料金改定を行うなど健全経営に努めていきます。 

 

     ② 下水道事業 

      ア 特定環境保全公共下水道（職員数１人） 

        公共下水道事業については、平成１６年３月に一部供用開始し、現在

の処理区域内人口は２５０人となっています。 

経営状況は、平成１６年度末では約１百万円の黒字となっていますが、

収支のバランスは取れておらず、一般会計から約５千７百万円の基準外

繰入を行っています。また、設備投資に伴う企業債残高は約１０億４千

５百万円となっています。 

        運営方法としては、市は総括的な管理業務のみを行っており、業務の

大部分は業者に委託をしていますが、経営の安定化を図るため、今後も

加入人口の増加に努めていきます。 

 

      イ 農業集落排水（職員数１人） 

農業集落排水事業については、平成１０年１０月に一部供用開始し、

現在の処理区域内人口は約１，７７２人となっています。 

経営状況は、平成１６年度末では約５百万円の黒字となっていますが、

収支のバランスは取れておらず、一般会計から約５千万円の基準外繰入

を行っています。また、設備投資に伴う企業債残高は約９億７千６百万

円です。 

        運営方法としては、市は総括的な管理業務のみを行っており、業務の
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大部分は業者に委託をしていますが、経営の安定化を図るため、今後も

加入人口の増加に努めていきます。 

 

     ③ 観光施設（休養宿泊）事業 

      ア 美馬温泉保養センター（職員数２人） 

        美馬温泉保養センターは、客室数１３室、宿泊定員４２人の温泉保養

宿泊施設として昭和５２年９月に設置し、２８年が経過しました。 

経営状況としては、平成１６年度末では約２千２百万円の黒字となっ

ていますが、前年度からの繰越金が約３千３百万円で、一般会計から約

１千２百万円の繰入を行ったことによるものであり、収支のバランスは

取れていないのが実情です。平成１６年度における施設の利用状況は、

宿泊客が延２，９５８人、温泉利用等の休憩利用者が延６，９２９人で、

これによる料金収入は約３千万円となっています。 

今後の運営方法については、先ず大規模改修が必要になっている老朽

化した施設そのものの位置付けを、市において早急に検討し、その方向

性に基づいて見直していく必要があります。 

 

      イ 一の森ヒュッテ事業 

一の森ヒュッテは、客室数１０室、宿泊定員５０人の山小屋として昭

和４９年５月に設置し、３１年が経過しました。 

経営状況としては、平成１６年度における利用者が延３４１人で、こ

れによる料金収入は約２２４万円となっています。平成１６年度末では

約８０万円の黒字となっていますが、前年度からの繰越金約１５５万円

によるものであり、収支のバランスは取れていないのが実情です。 

今後の運営方法については、昨年度に指定管理者制度を導入すべく公

募を行ったところ応募者がいなかったことを踏まえ、施設のＰＲを進め

ながら環境を整えることにより、改めて指定管理者制度への移行を検討

していきます。 
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(7) 経費節減等の財政効果 

    1) 歳入関係 

① 税等の徴収対策 

自主財源である市税の徴収対策と、税負担の公平性を確保するために、

さらに口座振替を推進し、平成１８年度から徴収体制の強化を図ります。 

特に、平成１６年度末における滞納額が約２億円あまりという実態を考

慮し、滞納整理に重点を置いた人員配置を行い、平成１８年度以降の徴収

率を現年度分については平成１６年度実績から１％以上引き上げるとと

もに、過年度分についても徳島滞納整理機構と連携し、平成１６年度実績

から１５％以上引き上げます。 ⑫ 

また、国民健康保険税や介護保険料についても収納率の向上に努めるこ

ととし、国民健康保険税の現年度分については９５％以上、過年度分を含

めた全体収納率を８３％以上に引き上げます。なお、介護保険料について

は過年度分を含めた全体収納率を９８％以上に引き上げます。 
 

平成１６年度を基準とした効果額  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 

市税 

現年度分 26,125 26,125 26,125 26,125 104,500

市税 

過年度分 30,564 30,564 30,564 30,564 122,256

 
平成１６年度を基準とした効果額  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 

国保税 28,215 28,215 28,215 28,215 112,860

介護保険料 2,120 2,120 2,120 2,120 8,480

 

② 使用料・手数料の見直し 

各種使用料及び手数料については、他の自治体の状況を勘案しながら受

益と負担の原則により、７０歳以上の総合検診手数料をはじめとしてこれ

まで無料で実施していたものについては有料化を進めていきます。 

また、水道料金については、地域により料金格差があるため、将来展望

を行ったうえで適正な料金へと統一していきます。 
 

平成１７年度を基準とした効果額 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

効果額 5,500 5,500 5,500 5,500 22,000

 

     ③ 未利用財産の売り払い 
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公有財産の有効活用を図るとともに、臨時的な財源確保と維持管理費の

節減を図るため、遊休土地の売却を進めていきます。 
 

平成１７年度を基準とした効果額 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

効果額 20,000 50,000 50,000 50,000 170,000

 

    2) 歳出関係 

     ① 人件費削減 

      ア 職員削減 

今後、５年間については、消防職などの専門職を除き、一般事務職に

ついては退職者の補充を見送ることにより平成２２年４月１日時点で

６２人以上の削減を行います。 
 

平成１７年４月１日を基準とする推移と効果額 単位：人、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 

退職予定 １７ １０ ２０ ３４ ２５ １０６

採用予定 ７ ４ １２ １２ ３５

増 減 △１７ △３ △１６ △２２ △１３ △７１
単年度 

効果額 
138,500 82,000 146,000 286,000 

実質 

効果額 138,500 220,500 366,500 652,500 1,378,000

 

      イ 給与等削減 

給与制度及び給与水準については、国及び県の基本的な考え方に沿っ

て平成１８年度より見直します。また、厳しい財政状況をかんがみ、一

時的な財源対策措置として特別職の報酬を平成１８年度より３年間削

減（市長１５％、助役・収入役・教育長１０％）するとともに、一般職

の給与についても平成１８年度より３年間一律５％を削減します。更に、

管理職手当については、平成１８年度より３年間一律２％の引き下げを

行います。 
 

各年度における効果額 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

特別職報酬 3,845 3,845 3,845  11,535

 〃 手当 1,216 1,216 1,216  3,648

一般職給与 112,981 111,739 110,084  334,804

 〃 手当 70,074 69,304 68,277  207,655

議員数の減 <57→23> 60,321   60,321

効果額 248,437 186,104 183,422  617,963

※職員の給与及び手当のうち、平成１９年度及び平成２０年度については、概算。 
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     ② 組織の統廃合 

本市は、合併にあたり当面は分庁舎方式を採ることとしましたが、平成

２２年４月までに庁舎の統合そのものについては行うこととし、次の案を

基本に組織の統廃合を進めていきます。 

また、社会情勢の変化が著しい中にあって、出先機関の役割も見直して

いく必要があります。このため、市民の利便性に配慮しつつ、出先機関の

あり方についても見直しを進めていきます。 
 

 平成１７年４月時点 平成２２年４月時点（案） 比 較 

議会  １局 １局  

市長部局 

６部２６課３室、 

１事務所３課（兼務）、

１総合支所５課 

４部２０課３室、 

１事務所３課（兼務）、 

１総合支所３課 

２支所 

２部の減 

８課の減 

２支所の増

選挙管理委員会 １局（兼務） １局（兼務）  

公平委員会 １局（兼務） １局（兼務）  

監査委員 １局（兼務） １局  
固定資産評価 

審査委員会 
１局（兼務） １局（兼務）  

農業委員会 １局 １局  

教育委員会 １局４課１分室 １局２課１分室 ２課の減 

消防本部 ４課１消防署１分署 ４課１消防署１分署  

 

     ③ 民間委託による事務事業費削減 

      ア 指定管理者制度導入によるもの 

２９４施設について検証を行い、平成１８年度より２６施設（２２件）

について、導入することになりました。 
 

平成１７年度を基準とした効果額 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 

効果額 32,982 35,741 36,591 36,591 141,905

 

      イ その他 

  業務全般にわたる見直しを実施し、業務の内容により、民間に委ねた

方がより効率的・効果的なものについては、順次、外部委託を進めてい

きます。 

 

     ④ 施設等維持費の見直し 

合併に伴い効率性や実情により、施設の見直しを進めていくことになり
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ますが、合併協議の段階では触れられていないため、平成１８年度に設置

する「庁舎に関する検討委員会」の意見を踏まえ、市民の合意を得ながら、

既存施設の整理を進めていきます。 

なお、現段階で可能な維持管理費の節減については順次進めていきます。 

○庁舎清掃の民間委託を一部廃止（平成１７年４月より全職員で実施） 

 

     ⑤ 補助金等の整理合理化 

各種団体等の補助金については、合併前の各町村で同種の団体や活動へ

の対応に大きな差異がありました。このため、市長の私的諮問機関として

一般市民による補助金検討委員会を設置し、市としての補助金制度のあり

方についてご提言をいただきました。 

平成１８年度より、この提言に沿って美馬市の補助金交付システムを確

立し、厳正に運用していきます。 
 

平成１６年度を基準とした効果額 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 

単年度 

効果額 
10,000 37,000 5,000 5,000 5,000 62,000

実質 

効果額 10,000 47,000 52,000 57,000 62,000 228,000

 

     ⑥ 投資的経費の見直し 

合併協議における新市まちづくり計画に基づき、事業の実施をしていか

なければなりませんが、厳しい財政状況を踏まえ、新規事業のみならず、

継続事業についても可能なものについては事業の実施を延期し、平成１８

年度に策定する総合計画の実施計画の中で優先順位等を再検討するとと

もに、事業評価の徹底により、事業の選択と集中を図っていきます。 

 

     ⑦ 内部管理経費の見直し 

       旅費、需用費、備品購入費などの物件費のうち内部事務にかかる経費に

ついては徹底的な節減を図っていきます。しかし、一方では民間委託の推

進により、物件費の大半を占める委託料については増加することが予想さ

れます。このため、物件費については総額で抑制することとし、平成１９

年度普通会計決算において平成１６年度決算額（2,075,770 千円）の３０％

削減を目標とします。 
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平成１６年度を基準とした効果額 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 

物件費総額 1,868,193 1,660,616 1,453,039 1,453,039 1,453,039 

平成１６年度 

対比 
△１０％ △２０％ △３０％  

単年度 

効果額 207,577 207,577 207,577  

実質 

効果額 207,577 415,154 622,731 622,731 622,731 2,490,924
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 経費節減等の財政効果額 
 

（単位：百万円） 

 

効果額（計画額）              項        目 
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 

超過課税の実施、法定外税新設            0

税の徴収対策       56 56      56      56     224

使用料・手数料の見直し        5       5       5       5      20

未利用財産の売り払い等       20      50      50      50     170

その他       30      30      30      30     120

歳 

 

 

入 

歳 入 計       0     111     141     141     141     534

職員削減      138     220     366     652   1,376

うち退職者の不補充      138     220     366     652   1,376
 
 うち嘱託職員等の活用を除いた分      138     220     366     652   1,376

給料      112     111     110      333
職員 

手当       70      69      68      207

給料        3       3       3        9三役等 

特別職 手当        1       1       1        3

報酬       46         46
議員 

手当       14         14

給 

与 

等 

削 

減 

              小 計      246     184     182          612

その他            0

人 

件 

費 

削 

減 

 

                  計      384     404     548     652   1,988

組織の統廃合            0

民間委託による事務事業費削減       32      35      36      36     139

 うち指定管理者制度導入によるもの       32      35      36      36     139

施設等維持費の見直し            0

補助金等の整理合理化      10      47      52      57      62     228

内部管理経費の見直し     207     415     622     622     622   2,488

その他事務事業の整理合理化            0

その他            0

歳 

 

 

 

 

 

出 

歳 出 計     217     878   1,113   1,263   1,372   4,843

                   合  計     217     989   1,254   1,404   1,513   5,377

投資的経費の見直し            0

                   再  計     217     989   1,254   1,404   1,513   5,377
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※参考資料（用語説明） 
 

① 事務事業評価システム（Ｐ１） 

 事務事業評価の定義については、基本方針の用語解説に記載しておりますが、美馬市で

は、ＰＤＣＡサイクルに基づいた行政運営を行い、庁内資源（予算、職員、施設など）の

最適配分を実現するため、政策、施策、事務事業のうち、当面は事務事業について評価し、

評価結果を最大限に尊重しながら予算編成や総合計画の実施計画のローリング等を行って

いきたいと考えています。 

 なお、評価時点については、計画段階での事前評価と成果に基づく事後評価が考えられ

ますが、いずれも担当者の意見、担当課長の意見、担当部長の意見をそれぞれの立場で記

載することとし、最終的には市民を交えた評価委員会において評価を行っていきます。 

 

② 政策形成過程（Ｐ２） 

 市の政策形成は、大きくは総合計画の策定の中で行われます。そして、総合計画に基づ

いて、様々な事務事業が行われる仕組みになっています。このため、市では総合計画の策

定段階においても幅広く市民のご意見を伺うとともに、各種の事務事業についても事務事

業評価を行う中で、ご意見を伺っていきたいと考えています。 

 

③ 定員適正化計画（Ｐ３） 

地方公共団体の定員管理の目的は、国民負担の増加抑制に留意しつつ、貴重な人材を活

かすために、「最少の職員数で最大の効果をあげるようにすること」にあります。今後の

定員管理については、定員モデルや類似団体別職員数の状況との比較による現状分析等を

行った上で、情報化に伴う事務事業の効率化、組織・機構の簡素合理化、民間委託等の活

用等、スクラップ・アンド・ビルドの徹底を図ることを前提に、中期的な数値目標を掲げ

た定員の管理計画を策定し、適宜、見直しを行いながら、常に定員規模の適正化に努める

ことが求められています。 

 

④ 義務的経費（Ｐ３） 

 地方公共団体の歳出（支出）のうち、その支出が法律等で義務付けられた経費をいいま

すが、その中でも特に人件費、扶助費、公債費の３つの費目を併せて義務的経費と呼んで

います。これに対応する経費としては、道路、学校、住宅建設等行政水準の向上に直接寄

与する経費で普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費からなる投資的経費があ

り、それ以外の物件費、維持補修費、補助費等、繰出金、積立金、投資及び出資金、貸付

金等についてはその他の経費と呼んでいます。 

 このように経費を３つに分類するのは、財政の健全性、弾力性を測定する場合に重要な

ポイントとなるためです。 
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⑤ 公共サービスの領域（Ｐ４） 

 限りある財政状況の中では、多様化・高度化する公共サービスについて、総てを行政に

おいて充足するということは困難になりつつあります。一方、ＮＰＯなどの市民活動が芽

生えるとともに民間事業者の活動領域も拡大されつつあります。このため、今後、民間委

託等を促進することにより、公共サービスの領域について見直しを進めていきます。 
 

新しい公共空間のイメージ図 
 

 

⑥ 事務決裁規程（Ｐ

 市が行う業務の決

行うことは効率が悪

役職別に市の業務の

程です。 

 

⑦ 人材育成の基本方

 求める職員像を定

達成するために必要

系的に人材を育成し

 

⑧ 統合型ＧＩＳ（Ｐ

 各所管課ごとに必

地理情報システム（

スト低減や情報の共

 

⑨ 電子入札制度（Ｐ

電子入札とは、入

入札・開札、結果の

事前に登録し、市の

専用のソフトを利用

トを用いて送受信し

 

企業活動 

行  政

公共空間

８） 

裁（決定）権は総て

く現実的ではありま

様々な決裁権を一定

針（Ｐ１１） 

め、職員として必要

な人材育成のための

ていくための指針で

１３） 

要な地理情報を、基

Geographic Informa

有化が可能となりま

１４） 

札に係る一連の業務

公表まで行うことを

ホームページから入

し、入札申請書・入

ます。そして、市職
市民活動 
 

 

市長に属しますが、市の業務総ての決裁を市長が

せん。このため、助役以下の市の職員に、部局別、

の範囲で内部委任（専決権の付与）するための規

な能力、意識・行動について定義を行い、目標を

システムを明らかにすることにより、総合的・体

す。 

本データを統一し各所管で共用可能なものとした

tion System）のことで、これにより、全体的なコ

す。 

を電子化し、インターネットを用いて公告および

いいます。市の入札に参加を希望される事業者は

札情報を入手します。そして、事前に配布された

札価格など入札に関するデータを、インターネッ

員が開札時間に予定価格を投入すると即座に落札

32



業者が決定され、ホームページで公表される仕組みになっています。 

電子入札のメリットとしては、事業者は市役所へ出向いたり関係書類を作成する手間が

省け、市も入札の透明性を向上させることができる点があげられています。しかし、一方

では導入に係る市と事業者の負担も大きく、導入に当たっては充分な検討が必要です。 

 

⑩ 類似団体（Ｐ１９） 

 ここにいう類似団体の平均値とは、総務省が示す類似団体別職員数の類似団体の分類で

人口規模が３万５千人から４万５千人の間の団体で、比較的産業構造が似通った１０団体

のうち近年に合併をしていない７団体の平均値です。地方公共団体の職員数については、

定員モデル、類似団体別職員数、人口類似都市職員数など適正な職員数を導き出すための

様々な手法が示されていますが、各団体の職員数は、団体ごとの人口規模や産業構造並び

に地理的状況など様々な要素によって導きだされるものであり、一定の公式で算出するこ

とは難しく、様々な手法を参考としながら、それぞれの団体の判断により定数条例で定め

ているのが実情です。 

 

⑪ 国の指針（Ｐ１９） 

 「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」の中で、地方公共団体の

職員数を平成２２年４月１日までに、平成１７年４月１日現在の職員数から４．６％を上

回る純減を図ることが示されています。これを本市に置き換えると２６人以上の職員を削

減することになります。 

 

⑫ 徳島県市町村総合事務組合（Ｐ２０） 

 昭和５４年４月に発足した一部事務組合で、県内の２１市町村と関連する一部事務組合

で構成され、職員の退職手当に関する事務、非常備消防団員に係る損害補償に関する事務

など様々な事務を共同処理しています。 

平成１８年４月からは、県内の全市町村（２４）を対象として、滞納整理にかかる事務

（徳島滞納整理機構）を新たに加えることになっています。 
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