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1．実施計画の趣旨  

この実施計画は、平成 17 年 11 月に策定した「丹波市行政改革大綱」に基づき、行政改革を進める
うえで、実際に各担当所管課で見直す事業、取り組み内容の考え方を明らかにしたものです。 

 

2．実施計画の計画年度  

この実施計画は平成 17 年度から平成 21 年度までの行政改革大綱と同じ 5 年間を推進期間とし、毎
年度見直しを行います。 
ただし、財政計画及び財政計画に基づく数値目標の最終設定期間は平成 26 年度までの 10 年間とし

ています。 
 

3．実施計画の目標数値  

 市の将来の財政構造を望ましい状況に回復させて、市の基本構想と基本計画や実施計画を実現していくため、

これに必要な財源を確保できる状況を作り出すことを目指して、経常的な経費の削減に向けて次の目標を設定

します。 

① 平成 21 年度末までに経常収支比率を 85％台へ回復させ、平成 26 年度までに経常収支比率 80％
を目指して、必要な改革を推進していきます。 

② 目標とする経常収支比率を達成するのに必要な経常経費の削減額は、平成 21 年度の収支見通し
で 18 億円、平成 26 年度で 21 億円を目標とします。 

③ 職員数は、勧奨退職や実施計画に掲げる事業の民営化、民間委託、廃止などを進め、平成 26 年
度までに 600 名（平成 17 年 4 月現在数 854 名）を目標に取り組みます。 



 

4．実施計画の進行管理と説明責任  

① 各個別の実施計画は担当所管課において、毎年度その進ちょく状況の確認と見直しを行い、行
政改革推進本部でこの実施計画についての進行管理を行います。 

② 各実施項目毎の数値目標は、これらをより具体化したうえで、適切な時期に公表していきます。  
③ 各実施項目の当該年度の個別の事業内容は、実施年度の予算の提案時期にホームページなどに
より市民に公表します。 

④ 具体的な実施に当たっては、関係団体、自治会、市民等に十分説明し、理解と協力を求めなが
ら進めていきます。 

⑤ 必要に応じて進ちょく状況を広報「たんば」、ホームページなどで公表していきます。 
 
 

5．実施計画－行政改革推進上の基本目標  

基本目標 
◆全ての事務事業等、行政全般について徹底的に点検 
◆市民との協働により改革を推進 
◆職員一人ひとりの意識改革 



 

6．実施計画－基本項目と実施内容  

 
① 事務事業の見直し         （ページ） 
◆事務事業の整理合理化・・・・・・・・・1 
◆民間活力の導入・・・・・・・・・・・・5 
◆補助金等の整理合理化・・・・・・・・・6 
◆地方分権への対応・・・・・・・・・・・6 

 
② 組織・機構の見直し 
◆組織・機構の見直し・・・・・・・・・・7 

 
③ 定員管理及び給与の適正化 
◆定員管理の適正化・・・・・・・・・・・9 
◆給与の適正化・・・・・・・・・・・・・10 

 
④ 人材の育成・確保 
◆人材育成の推進・・・・・・・・・・・・11 
◆多様な人材の確保・・・・・・・・・・・11 

 
⑤ 行政サービス等の向上 
◆ 行政サービスの改善、総合化・・・・・・12 
◆ 市民と行政のパートナーシップ・・・・・13 

 
⑥ 公正の確保と透明性の向上 
◆情報提供と説明責任・・・・・・・・・・15 

 
 
 
 
⑦ 経費の節減、合理化等財政の健全化  （（ページ）） 
◆計画的・効率的な財政運営・・・・・・・・・16 

 
⑧ 会館等公共施設の管理・運営 
◆管理運営の効率化・・・・・・・・・・・・・21 

 
⑨ 公共工事の適正執行 
◆公共工事のコスト縮減・・・・・・・・・・・23 
◆入札制度の改善・・・・・・・・・・・・・・23 

 
⑩ 環境対策の推進 
◆環境に配慮した取り組み・・・・・・・・・・23 

 



丹波市行政改革実施計画

１　事務事業の見直し
 
１）事務事業の整理合理化

17年 18年 19年 20年 21年
所管する事務事業を全て再点検し、
効率的・効果的な方法を見出す。

例えば、手続き一つひとつで「変だ、
非効率だ、この方が早いし安上が
り。」と感じることは、そうなっている根
拠を徹底的に洗い出し、改善を図っ
ていく。

各事務事
業の一斉
点検

実施可能
なものから
改善

関係各課

①職員が非専門分野を一から勉強
し、時間をかけて成果をあげるより、
先行ノウハウがある事業者に委託し
事業の期間短縮を図る。
②単純作業、定型的業務は、外部委
託し人員削減につなげる。

◆直営がのぞましいもの
①人材・ノウハウの蓄積がある。
②業務を遂行できる労働力が十分に
確保されている。
◆外部委託がのぞましいもの
①工期短縮、人員削減、費用縮減に
つながる。

見直し 順次実施 関係各課

下水道施設の順次、包括民間委託
と複数年委託により経費の節減を図
る。

民間の技術で効率的な施設管理を
行い、ト-タルコスト低減を図る。 検討

順次実施
下水道課

行政が行う施策や事業を「市民に
とっての効果は何か」「当初期待した
とおりの成果はあがっているか」「市
民の満足度はどうか」を客観的に評
価・検証し、より効率的、効果的な市
政、市民に分かり易い市政の運営を
行う必要がある。

財政状況の悪化、住民ニーズの多
様化・高度化に対応するため「職員
の意識改革」「有効な資源配分」「効
率的な行政運営」「アカウンタビリティ
※の向上」を目的として、ＮＰＭ※の手
法を取り入れた行政評価方式を構築
し、行革期間内に外部評価制度も整
備する。

導入スケ
ジュール作
成

内部評価
の成熟期
間を経て
外部評価
制度の導
入
内部評価
部分的導
入

内部評価
実施

内部評価
実施
外部評価
検討

外部評価
実施

行革推進課

住民参画や協働に欠くことのできな
い情報公開や情報提供を迅速的確
に行うため、文書目録や検索を容易
にするシステムの導入を行う必要が
ある。また、個人情報保護の観点か
ら適切な文書管理を行う体制づくりを
行う必要がある。

文書分類、文書目録作成、検索、廃
棄文書一覧等のデータ処理を一元
的に行えるシステムの導入と、職員
の意識改革、文書管理体制の構築
を図る。

検討・予算
化

導入
体制構築
（期間2年）

総務部総務課文書管理システムの構築

※ＮＰＭ・・・計画の策定と、その達成度合いを測定する評価システムの設計などを主眼とする新しい公共経営の手法

事務事業の改善

実施項目

事務事業の外部委託の見直
し

下水道施設運転管理の民間
委託の検討

行政評価システムの構築

実施年度
所管課

※アカウンタビリティ・・・説明責任　個人や組織の行動を対外的にわかりやすく説明する責任

どのような考え方で どのように取り組むか

1 ページ



丹波市行政改革実施計画

１　事務事業の見直し
 
１）事務事業の整理合理化

17年 18年 19年 20年 21年
実施項目

実施年度
所管課どのような考え方で どのように取り組むか

市主催のイベントが旧町範囲しか対
象となりえないものか、市全体に拡大
成長させるべき、若しくは発展的解
消できるものか精査し、市関与の必
要性と範囲を見直していく。

次の方法により検証し、見直す。
①既存のノウハウ、顧客を温存して
現イベントを発展的に解消する。
②全体として投下額を減らしても、一
イベントあたりの投資額を増やし、削
る部分、使う部分のメリハリをつける。

見直し 随時実施 関係各課

有権者数で見る限り、旧町ごとにか
なりの不均衡があり、これの是正とと
もに、市における投票区の適正配置
を図る必要がある。

現在６８箇所ある投票区を、有権者
数、地理的状況等を考慮の上、一定
の基準に基づいて削減の方向で不
均衡是正を行うよう見直し案を取りま
とめ、選挙管理委員会その他関係機
関とも協議しながら進める。

基準原案
作成

協議・決定 実施 総務部総務課

地域に密着した隣保館活動をさらに
推進する必要がある中で、効果的・
効率的な運営を行う。

職員配置を見直し、専門的知識を有
する人材を常駐させる。併せて補助
制度の有効活用を図る。 見直し 実施

人権啓発セン
ター

浄化槽維持管理業務の点検作業等
は民間でも対応可能である。

浄化槽維持管理業務を市の設置運
営する施設のみに限定し、他の施設
については、順次民間にシフトする。

見直し 順次実施 施設管理課

福祉施策として進めている移送事業
が複数あり、住民満足度の観点から
より効率的・効果的になるよう改善す
る必要がある。

福祉タクシーは、廃用予防※に伴う
外出の支援促進、おでかけサポート
は通院支援として目的を整理し、年
齢、税等の要件を見直す。
また福祉有償運送に伴う運営協議会
の設置を行い、移動に困難を生じて
いる高齢者等の生活環境の改善と
健康づくり推進を目的として、効率
的・効果的になるよう福祉運送のあり
方を含め検討し、Ｈ19年度からの有
償運送の協議を行う。

調整・要綱
改正

・見直しに
よる実施

・福祉有償
運送協議 ・有償運送

協議結果
に基づき
実施

介護保険課
障害福祉課

市主催のイベント事業の見
直し

投票区の見直し

隣保館運営の見直し

浄化槽維持管理業務の見直
し

高齢者等移動支援事業の見
直し

※廃用予防・・・廃用症候群予防　寝かせきりなどの状態で、心身の不使用・不活発(体や頭を使わないこと)によって起こる機能低下を予防すること

2 ページ



丹波市行政改革実施計画

１　事務事業の見直し
 
１）事務事業の整理合理化

17年 18年 19年 20年 21年
実施項目

実施年度
所管課どのような考え方で どのように取り組むか

合併により、類似施設が多く発生し、
維持管理上多くの課題が生じてい
る。これら施設管理の在り方につい
て検討を必要としている。

より効率的・効果的な管理運営を行う
ためには、施設の統廃合を含めた検
討が必要である。各施設の管理状況
を精査し、直営維持、現状管理、民
間委託、民営化、縮小、統合、譲渡、
廃止の手段により見直しを図る。

見直し

見直し結
果に基づ
き随時実
施

関係各課

青垣斎場は築後24年が経過し、施
設の老朽化も進んでいる。柏原斎
場、氷上斎場の2斎場で火葬業務に
支障はない。

5年以内に廃止の方向は出ている
が、地元自治会とも十分協議し、出
来る限り早期廃止できるよう調整す
る。

霊柩車の
廃止

地元協議 閉鎖解体 環境政策課

現在、公共の処理場は11施設、農集
は19施設、コミプラは5施設、計35施
設であり処理場の維持管理にかかる
費用は多大である。耐用年数による
改修時期はあるが早期に計画をたて
施設の統合を図る。

今後、近い将来に施設の改良や増
設工事が必要となる処理場もあり、施
設の老朽状態の把握や小規模施設
は耐用年数等を踏まえて全体施設
の見直しによる統廃合を行うことによ
り、維持管理費の削減を図る。

事業調査 計画策定 下水道課

水道水の安全性を確保するために
は、自動水質監視機器等により浄水
の品質管理が必要であるが、全ての
施設にその機能を完備することは困
難なことから、他の浄水場からの給
水が可能な小規模浄水場を統廃合
する｡

市内の浄水場は、大小32個所が稼
動している｡水道水の安全性を確保
するため、品質管理機能の劣る小規
模浄水場を統廃合する｡ 使用者説

明と調整
切替工事 水道部工務課

斎場施設の見直し

類似施設の統廃合を含む管
理運営の見直し

浄化センター施設の統廃合

小規模浄水場の統廃合

3 ページ



丹波市行政改革実施計画

１　事務事業の見直し
 
２）民間活力の導入

17年 18年 19年 20年 21年
従来公共部門が提供していたサービ
スを民間主導で実施すれば、設計、
建設、維持管理、運営に民間資金と
ノウハウが活用でき、効率的かつ効
果的な公共サービスの提供を図るこ
とができる。

ＰＦＩ、ＰＰＰの先進地事例等について
調査・研究を行い、ＰＦＩ、ＰＰＰの導入
が可能な事業について取り組んで行
く。

研究
事業可能
なものから
実施

事業監理課

「民間にできることは民間に」の視点
に立って、行政責任を十分に考慮し
ながら、市でなくてもできる事業は民
間活力を積極的に活用して、効率的
な事業の推進と企業の事業機会、雇
用拡大、税収増を図る。

次の視点で、事業の民営化、業務の
民間委託の可能性を検討し推進を図
る。
①民間の専門的な知識・手法が活用
できる。
②民間ができるサービス
③民間と競合する事業

調査・研究
事業、業務
の決定 随時実施 関係各課

自動車教習所はそのほとんどが民間
経営で、公営は9箇所と少ない。民間
にできるサービス、民間と競合する事
業であることから、民営化への検討を
行う。

民間でできることは民間にという観点
で次のとおり民営化に向けた改革を
検討、推進する。事業は経営譲渡
し、建物・備品設備は売却し、土地に
ついては賃貸又は譲渡とし、指名公
募制で実施し、市民のニーズにあっ
た事業展開と経営内容を重視する。

内部検討
会、運営委
員会、公
募、事務手
続

民営化 自動車教習所

本業務は、人件費がコストに占める割
合が高く、外部委託することで見直し
を図る。

点検業務の外部委託による人員削減
を図る。

検討 実施 国保・医療課

※PPP…Public Private Partnershipsの略。行政が担ってきた公共サービスの部門で、民間サービスとしてお願いできないところについて、官と民との連携・協働による実施しようとする手法

どのような考え方で どのように取り組むか

ＰＦＩ※PPP※の導入推進

民営化・民間委託の推進

※ＰＦＩ…private finance initiativeの略。公共部門が実施していた社会資本整備を、民間の資金・経営ノウハウを導入し、民間事業者主導で実施しようとする手法

実施項目
実施年度

所管課

春日自動車教習所の民営化
の検討

レセプト点検業務の外部委
託

4 ページ



丹波市行政改革実施計画

１　事務事業の見直し
 
２）民間活力の導入

17年 18年 19年 20年 21年
どのような考え方で どのように取り組むか実施項目

実施年度
所管課

①医療費の適正化
②薬価単価の減少
③医薬の分業
④医療業務を簡素化
⑤患者の待ち時間の短縮など患者の
ニーズに対応

当該薬局の選定、医業、事務の調整
を図りながら医業分業を行う。

検討、導入
計画、整備 実施 国保診療所

利用施設の安定した確保と家庭や地
域が一体となった子育て支援、サー
ビスの均一、安全安心な保育の実現
に努めるための見直しが必要である。

市内１５箇所で実現しているが安全
安心な保育の実現のため、一定の集
約化を図り，運営基盤を充実させると
共に、子育て支援を家庭や地域ぐる
みに進めるため、事業自体を地域や
法人に移行していく。学童保育では
応じきれない保育ニーズに応えるた
め、ファミリーサポート事業に取り組ん
でいく。

統合準備 統合準備と
実施

随時実施 児童福祉課

①民間活力の導入
②公立、私立の施設の老朽化
③少子化に対応した保育所運営のあ
り方
④国庫負担の減少と運営経費
⑤多様な事業展開によるサービスの
展開
以上の公立保育所の課題を解決す
るため、統廃合、民営化に向けた検
討を行う。

民間（社会福祉法人）活力導入を推
進する。民間に移行するため、保育
所の定員や統廃合等を踏まえ、民間
保育所を含めた施設整備を図る。
　さらに、幼保一元化への推進のた
め、教育委員会との調整が必要とな
ることからタスクフォース※で課題につ
いて一体的に研究する。

研究
計画・試案
作成

計画に基
づき、順次
民営化、施
設整備

児童福祉課
タスクフォース

近年、給食業務は多くの自治体で民
間委託や民営化が図られ、コスト低
減や雇用の創出、サービスの向上の
実績があり、市の給食業務も民間活
力の活用に向けて検討する。

現在直営による業務について、民間
活力の導入に向けた検討を進め、実
現可能なものから取り組みを進め、コ
スト低減と雇用の創出、安全を含む
サービスの向上を行う。

既存事業
の民間活
力導入計
画の策定

実施計画
により順次
推進

教委総務課
教委学事課

院外処方の導入

※タスクフォース……丹波市の一体的なまちづくりを進めるために横の連携を重視し課題解決にあたる特別編成部隊。主要課題である小・中学校の統廃合、幼保一元化、公民館事業・
社会体育施設のあり方、地域医療体制などについて検討し、方針をまとめる。10月1日に企画部企画課に設置。

学童保育事業の統廃合・委
託の推進

公立保育所運営の統廃合を
含む民営化の検討

学校給食業務の民間委託・
民営化の検討
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丹波市行政改革実施計画

１　事務事業の見直し
 
３）補助金等の整理合理化

17年 18年 19年 20年 21年
合併後、見直しができていない補助
金もあることから、市としての補助金
の方向性を定め、各課において補助
金の必要性、有効性等を検討し、市
の補助金のあり方を確立する。

市補助金等交付基準に基づき、その
必要性や効果、公益性等の観点から
再点検を行い、補助金の整理統合、
計画的な縮減・廃止など一層の適正
化を図る。

見直し
実施可能
なものから
順次実施

財政課
関係各課

各団体補助を次の観点で検証し、補
助金の適正化に努める。
①団体の自立化が図れないか。
②団体活動が形骸化していないか。
③市が補助すべき団体であるか。
④団体への支援は適正か。
⑤合併による構成団体の減少による
事業内容の必要性、規模は適正か。

（例えば、丹波総合開発促進協議会
は旧１０町から２市になった）旧来の
団体事業内容が単市でできないかを
検討し、改善されるよう関係者と調整
していくなど、各団体の現状を精査し
て市の支援のあり方と支援の範囲の
妥当性を検証し、補助金の適正化を
進め、削減可能なものは削減する。

見直し 随時実施 財政課
関係各課

地域の自立支援と特色と個性のある
地域の活動を支援するため、行政か
ら積極的な情報提供をする。

財団法人等によるまちづくり支援型
補助金が各種あり、これらの情報を各
地域、団体に積極的にＰＲし、活用し
てもらうことにより、地域等団体の自
立と活性化につなげていく。

市広報「た
んば」や
ホームペー
ジ、行政懇
談会などの
会合等で
提供

関係各課

４）地方分権への対応

17年 18年 19年 20年 21年
縦割り補助金を整理統合化し、合わ
せて地域の自立に貢献する支援のあ
り方を検討する。

「参画と協働」を基本に地域の自主・
自立を促進し、地域課題解決のため
の「地域づくり交付金」（仮称）制度を
導入し、現行の補助金制度を整理統
合する検討委員会を立ち上げ、検討
する。

既存事業
補助の見
直し後、各
自治組織・
各団体と協
議調整、要
綱策定後
実施

心の合併室
「地域づくり交付金」（仮称）
制度の検討

所管課

事業補助金の見直し

実施項目
実施年度

財団法人等の公募型補助金
制度の活用促進

所管課実施項目 どのような考え方で どのように取り組むか

どのように取り組むかどのような考え方で

団体への補助金・負担金の
見直し

実施年度
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丹波市行政改革実施計画

２　組織・機構の見直し
 
１）組織・機構の見直し

17年 18年 19年 20年 21年
合併による職員の削減効果や効率
的な業務を推進していくため、適時
に組織機構を見直す必要がある。

組織上の課題の把握に努め、組織
のスリム化を念頭に、フラット化やグ
ループ化の要素を加味しつつ、事務
事業の進捗に合わせて適正な組織・
規模へと改編する。

７/１機構
改革実施

必要に応
じ実施

総務部総務課

旧町からの継続事業の完了、事務事
業の一元化その他により、支所にお
ける業務をさらに見直し、公民館事
業との連携強化を進めながら整理統
合を図る必要がある。

平成１７年７月の組織機構の改革以
後について、点検と効果測定を行
い、さらに能率的な事務処理体制へ
の見直しや事務改善を進める。ま
た、支所をはじめ教育委員会等との
協議・調整を進め、可能な支所から
取り組む。

７/１機構
改革実施

調整、実施
可能なもの
から実施

総務部総務課
教委社会教育
課

合併協定項目により、合併後の一体
性からできる限り早期に廃止すること
が確認されていることから、最優先に
取り組む。

地域への説明、調整を進め、早期に
廃止する。 調整完了

次第廃止
する。

総務部総務課

丹波市の広い面積の中で、市民に
とって何が必要か、何が効率的かを
社会教育、行政改革、コミュニティ形
成等の角度から研究する。また、そ
のためにどのような体制、事業運営
方式が望ましいかを早急に検討して
いく。

関係課において、現在の並列公民
館方式、中央公民館方式等々につ
いて、課題を調査研究し、効率運営
が図れるよう結論付けていく。 検討計画

一部実施
実施

教委社会教育
課
タスクフォース

緊急時の対応、窓口業務など下水
道と水道は共通した業務内容が多
く、効率的・効果的なサービス提供に
資するため見直す必要がある。

下水道課と水道部の配置統合を進
め、工事、維持管理での共同化や窓
口業務でのフラット化を進める。

検討

総務部と職
員等の人
員配置や
事務分掌
の調整後
実施

下水道課
水道部業務
課・工務課

旧氷上町が合併に向けて策定した
「氷上町消防団再編計画」に基づ
き、消防団１部当たりが担当する世
帯数を他の地域と均衡を図る。

統廃合の｢部」は地域で決定する。
整備に伴う費用は、建設費は市が、
用地は地区が負担する。 調整

実施計画
作成
組織実施

施設実施
消防本部総務
課

どのように取り組むか

和田出張所の廃止

消防団の再編

公民館運営の見直し

水道・下水道部門の配置の
見直し

市役所機構の見直し

実施年度
実施項目 所管課

支所機能の見直し・支所と公
民館との連携の強化

どのような考え方で
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丹波市行政改革実施計画

２　組織・機構の見直し
 
１）組織・機構の見直し

17年 18年 19年 20年 21年
どのように取り組むか

実施年度
実施項目 所管課どのような考え方で

現在保健福祉部と教育委員会で
行っている子育て支援業務について
は、内容に相似性が強く一体的な業
務運営が不可欠である。又、市民に
は業務の中味が見えにくく縦割り行
政の弊害が出ている。

保育所・幼稚園・子育て相談・児童
福祉関連を所掌する｢子育て推進
室」(仮称)のような組織をつくる。 関係部署・

機関との検
討・調整

実施可能
なものから
実施

児童福祉課
教委学事課
教委社会教育
課
タスクフォース

勤労者支援として保育所、就学前教
育の幼稚園と役割の住み分けができ
ていた。時代の変化により就学前ま
での勤労者支援に加え教育の強い
ニーズが社会に生まれている。

少子化社会における保育所経営の
あり方や幼児教育の重要性を踏まえ
ながら、幼稚園と保育所の一体化を
視野に入れて、運営の見直しを行
う。

現状把握・
検討

モデル事
業案の決
定

決定事項
に基づき
順次実施

児童福祉課
教委学事課
タスクフォース

将来的な児童生徒の推移、地域性、
通学距離、教育的配慮等と財政面を
踏まえながら将来を検証し、状況に
応じて幼稚園・小・中学校の統廃合
を検討する。その上で教育の充実と
特色ある学校づくりを進める必要が
ある。

現状では複式学級の小学校、閉園
幼稚園などが将来発生するが、ス
クールバスの利用による小学校の統
合や幼保一体化など少子化社会で
の学校等の今後のあり方をタスク
フォース※中心に関係課とともに構
想、計画決定していく。

実施概要
の検討

実施計画
策定

計画に基
づき実施

教委学事課
タスクフォース

柏原、山南及び氷上地域の単独調
理場施設は老朽化が進んでいること
から、共同調理場施設として統廃合
し、衛生管理の徹底と安全でおいし
く栄養豊かな学校給食の提供を行
う。
単独調理場１４施設を共同調理場２
施設に統廃合すると共に、民営化を
見据えた中での施設整備を行う。

厨房機器の熱源比較、調理・配送業
務の民営化、給食調理員等職員の
適正配置等の検討により、統廃合に
よる給食施設の効率的な運営と経費
の削減に努める。　特に、業務の民
営化により想定される課題とその対
策について検討し、保護者に理解と
協力を求める。

実施概要
検討・計画
決定・調査
業務施行

施設建設 順次実施
教委総務課
教委学事課

保育所・幼稚園の一体化の
検討

学校給食施設の統廃合の検
討

幼稚園・小学校・中学校の統
廃合の検討

子育て支援に係る部署のフ
ラット化の検討
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丹波市行政改革実施計画

３　定員管理及び給与の適正化
 
１）定員管理の適正化

17年 18年 19年 20年 21年
懸案の事務事業の調整が進むことに
より、常勤特別職の定数についても
検討が必要になる。

合併直後は、旧町からの課題も多
く、助役2名、収入役、公営企業管理
者をそれぞれ任命しているが、現市
長の任期内に常勤特別職の定数を
見直す。

職員課

合併のスケールメリットを出していくた
めに、業務の見直しとセットで職員数
を適正化していく。

業務の見直し（縮小、委託、廃止等）
と合わせて職員数の適正化を図り、
丹波市のあるべき職員数を求め、計
画的に目標数値に到達させるように
「定員適正化計画」を策定する｡

「定員適正
化計画」策
定

実施 職員課

総職員数の減員（人件費の抑制）を
図るための一手法として実施する。

職員数の抑制のため､新規採用職員
数は、消防吏員を除き､原則､退職者
の２分の１以下とする｡

抑制 職員課

職員数の減員と人事の刷新を図るこ
とにより､市財政の健全化と職場の活
性化を図る｡

総職員数の抑制と人事刷新の観点
から早期希望退職者（当面は４５歳
以上、勤続年数２０年以上）を募る。

実施 職員課

合併に伴い数量が増大する定型的
作業・単純作業や施設管理業務は
職員でなくてもできるものが多い。

定型的作業・単純作業の外部委託、
指定管理者制度の導入により非常
勤一般職員数の減員を進める。

実施 職員課

常勤特別職の定数の見直し

実施項目 所管課
実施年度

どのような考え方で どのように取り組むか

新規採用職員数の抑制

勧奨退職の実施

定員管理の適正化

非常勤一般職員等の配置見
直し
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丹波市行政改革実施計画

３　定員管理及び給与の適正化

２）給与の適正化

17年 18年 19年 20年 21年
給与制度の運用にあたっては､常に
適正な運用を図らなければならない｡

国の基準を基本として適正な給与の
運用を図る。

実施 職員課

行財政改革の一環として常勤一般
職員の退職勧奨等を実施しており､
常勤特別職についても給与の減額
措置を実施する。

平成18年4月以降の給料月額を５％
減額する｡ 市長、助役、収

入役、教育長、
公営企業管理者
の給料月額を平
成17年7月から
18年3月まで５％
削減。

平成１８年
４月から給
料月額を
５％減額す
る｡

職員課

人件費の中でも時間外勤務手当の
増大に対処しなければならない。

組織・職員配置の見直しや業務執行
方法の改善により､時間外勤務手当
の縮減に努める｡

職員課

社会通念や実態に即した手当の見
直しを図らなければならない。

特殊勤務手当額及び業務執行方法
の見直しにより手当総額を抑制す
る。

検討
見直し後
実施

職員課各種手当の見直し

職員の給与体系の適正化

特別職給与の削減

時間外勤務手当の縮減

実施項目
実施年度

所管課どのような考え方で どのように取り組むか
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丹波市行政改革実施計画

４　人材の育成・確保
 
１）人材育成の推進

17年 18年 19年 20年 21年
行政サービスの担い手である職員の
成長が、将来の丹波市福祉の向上に
つながる。

人事管理と研修の有機的な連携によ
り計画的な人材育成を図る。

策定（４月）
実施 実施 職員課

２）多様な人材の確保

17年 18年 19年 20年 21年
合併自治体に係る問題の発見とその
解決策を考える視点を伸ばす。

職務に関する問題意識を常に念頭に
置き、課題の発見と解決策の実践を
自ら実践する能力を伸ばす研修の充
実を図る。 職員課

職員の能力と努力が評価される仕組
みが必要である。

職員のやる気と自主性を引き出し、育
成するための勤務評定制度を導入す
る。

検討 実施 職員課

管理職、監督職登用のため、公正な
選考と適材職員の配置が必要であ
る。

受験資格を有する職員の選考試験を
実施し、職場環境の活性化を図る。

職員課

実施項目 所管課
実施年度

どのような考え方で どのように取り組むか

実施項目
実施年度

「人材育成基本方針」に基づ
く人材育成の実施

職員研修の充実

人事考課制度の導入

昇任選考試験制度の実施

所管課どのような考え方で どのように取り組むか

11 ページ



丹波市行政改革実施計画

５　行政サービス等の向上

１）行政サービスの改善、総合化

17年 18年 19年 20年 21年

丹波市は今後益々高齢者の増加に
より、行政窓口システムの改善が求め
られており、より正確でスピーディー
な対応と利用し易い窓口サービスを
努める必要がある。

高齢社会等での行政窓口の向上と
省力化を目的とした総合的な窓口シ
ステムを構築し、戸籍・住基、税証
明、相談窓口など一元的な窓口サー
ビスの改善について各関係部局と調
整・検討を図る。

検討
施設改修
随時実施

総務部総務課

高齢化に伴い住民の健康保持のた
め地域医療の役割は大変大きく、特
に生活習慣病の発症や重症予防が
必要であり、個々の患者データを院
内で共有することによる医業の連携と
事務の簡素化を図り患者のニーズに
沿った医療を行う。

平成２０年度に予定している医療機
器の更新にあわせ、業者の選定、医
療業務、事務の調整を行い、当該シ
ステムの改良を図りながら導入する。 研究 準備・調整 実施 国保診療所

介護保険制度の充実に伴い、在宅介
護サービス事業の従事職員を訪問看
護ステーションに所属することにより、
市内の対象者のニーズに対応すると
共に利用者サービスの向上と利用収
益の増収を図る。

診療所職員の作業療法士または理
学療法士を訪問看護ステーションに
配属し、在宅介護サービス事業の充
実を図る。 実施 国保診療所

行政手続法や条例に基づく標準処
理期間の徹底と短縮を図り、住民
サービスの向上を図るとともに、新た
な行政需要に対応する必要がある。

各種行政委員会の廃止、各種申請
事務の見直し方針の決定、簡素化や
代替方策の検討等をすべての事務
事業で進める。

検討
見直し方針
決定し随時
実施

関係各課

経済活動の活性化と市として広告事
業を展開することにより新たな財源を
求める。また市の施策に協力的な企
業には優遇もしていく。

・冠イベントの開催
・広報紙やホームページでの広告掲
載
・ネーミングライツの売却
・他広告事業

実施 関係各課

行政ニーズや状況に即応した機関意
思の決定、内部協議の迅速化を図る
必要がある。また、ペーパーレス化に
よる省資源、省スペース化を図る必
要がある。

国県の電子自治体への取組状況等
を見ながら、システムの導入と整備を
図る。企画課情報管理係と調整しな
がら、決裁文書の作成、決裁、合議
等をデジタルベースで行うとともに、こ
れらの過程を随時把握できるシステ
ムの導入に向けた検討を行う。

調査検討
検討結果
に基づく取
り組み実施

総務部総務課
ＩＴを活用した決裁システムの
見直し

広告事業の導入

総合窓口システムの検討

電子カルテの導入

許認可事務手続きの簡素化

セラピストの配置換えによる
在宅介護サービスの充実

実施項目 所管課
実施年度

どのような考え方で どのように取り組むか
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丹波市行政改革実施計画

５　行政サービス等の向上
 
２）市民と行政のパートナーシップ

17年 18年 19年 20年 21年
市長と市民が直接会話し、意見や情
報を交換するため談話室を開催する
必要がある。

旧町単位で実施中であり、今後にお
いて回数、時間、方法等について見
直しながら実施する。 実施

毎年見直し
検証

総務部総務課

物理的な合併にとどまらず、真の合
併を目指し、市民一人ひとりが旧町
意識を取り除き、丹波市をよくする環
境づくり、地域づくり（市民主体の地
域づくり）を推進する。

市民の自発的かつ自立的な意思に
基づいた参画と協働の地域づくりを
支援していく。

心の合併室

男女が互いにその人権を尊重し、性
別に関係なく意思決定に関わる機会
を有し、共に活躍できる社会づくり。

個人や企業の男女共同参画の意識
高揚の上で、人権と雇用の両面から
推進する。

企画課

市としての意識形成には多くの住民
の積極的な参画と理解が必要になっ
ている。

各種委員会委員には積極的に委員
を公募していく。

関係各課

地方分権により自治体が地域の総合
行政を進める時代となり、基本構想や
総合計画の行政執行の前提として、
これを実現する住民の尊厳・人権・権
利（住民の福祉）の内容を明らかにす
るため、基本的な事項を定め、条例・
規則を体系的・総合的に編成してい
くことが求められている。

生活の視点に立ったまちづくりであ
り、市民主体のもと、「安全・安心・活
力」のあるまちづくりを基本理念とした
自治基本条例の検討委員会（職員）
を立ち上げ、その後策定委員会を設
置し、具体化していく。

検討
実施計画
策定委員
会

議会提案
後実施 心の合併室

※自治基本条例……　「まちづくりは市民が主役」を基本にして、住民や事業者、行政がそれぞれの役割と責務を明らかにし、まちづくりの基本方針や住民参加の仕組みを明確にした自
治体の憲法ともいえる条例

実施項目
実施年度

市長談話室の開催

心の合併を推進

公募による委員等の採用

自治基本条例※の検討

所管課

男女共同参画社会への取り
組みの推進

どのような考え方で どのように取り組むか

13 ページ



丹波市行政改革実施計画

５　行政サービス等の向上
 
２）市民と行政のパートナーシップ

17年 18年 19年 20年 21年
実施項目

実施年度
所管課どのような考え方で どのように取り組むか

計画策定をコンサルに委託した場合
は、委託費用の増大、紋切り型の計
画となる恐れが大きい。
・市のＰＲに一役（連携話題性、大学
自体へのＰＲ）
・市として学問振興に貢献
・大学とのコネクション
・大学側からの研究費用誘引

研究内容が重複する大学と共同作業
することにより、費用を抑え、実態に
合った計画を策定する。

随時実施 企画課

市内にたくさんあるボランティア・ＮＰ
Ｏの活躍の場を増やし、自立した健
全経営を促進する。

各部の持つ情報を一元化集約し、情
報提供による支援を行う。

情報提供
による支援 関係各課

※ＮＰＯ……non profit organizationの略。非営利組織といわれ、営利を目的とせず、公益のために活動する民間団体の総称

ボランティア・NPO※等の育成
支援

大学と連携した丹波市のプラ
ンづくり
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丹波市行政改革実施計画

６　公正の確保と透明性の向上
 
１）情報提供と説明責任

17年 18年 19年 20年 21年
行政がもつ情報を市民に提供し、行
政と市民が同じ情報量のもとで市民
との協働と参画のまちづくりを実現す
る必要がある。

自治基本条例の制定に向けた重要
な柱であり、条例制定までにおいて
も事業の企画段階から正確な情報を
積極的に提供し、市民の間で議論を
盛り上げながら進めていく。

関係各課

積極的利用拡大 イントラネットに組み込める業務を調
査し、順次推進する。

企画課

インターネットが普及している現在、
重要な市改革を行うための手段の一
つに、ホームページによる情報提供
を位置づけ、各課からの最新情報の
更新体制を（方法）を見直すととも
に、ホームページ全体のリニューア
ルを行い検討する必要がある。

ホームページの充実に向けた調査
検討を行い、市のPRのためにも積極
的にホームページを活用し、できる
限りリアルタイムに情報発信を行い、
市民に愛されるホームページになる
よう努力する。

調査検討 実施 総務部総務課

イントラネットの活用

ホームページの充実

所管課
実施年度

市民への積極的な情報提供
と説明責任を全う

実施項目 どのような考え方で どのように取り組むか

15 ページ



丹波市行政改革実施計画

７　経費の節減、合理化等財政の健全化
 
１）計画的・効率的な財政運営

17年 18年 19年 20年 21年
斎場の経常経費が増加している中、
受益と負担の観点からサービスに対
する受益者負担として適切な料金を
設定する必要がある。

斎場を運営管理している近隣市町の
状況、国保等から支出されている葬
祭費等を調査しサービスの受益者負
担としてバランスが取れた使用料を
見直し19年度からの実施に向け取り
組む。

見直し
住民説明、
議会調整

実施 環境政策課

同様の施設で使用料の格差のない
よう、受益と負担の観点と合わせて適
切な料金を設定する必要がある。

市有施設全般にわたり同一基準によ
り、使用料を定める。さらに、受益者
負担の原則により、減免基準につい
ても統一を図る。

見直し
住民説明、
議会調整
後実施

社会福祉課

現在の使用料については、旧町の
使用料をそのまま引用しており、各
施設間で不均衡が生じている。全市
で統一的な基準を設け使用料につ
いて検討する。

市有施設全般にわたり同一基準によ
り、使用料を定める。さらに、受益者
負担の原則により、減免基準につい
ても統一を図る。

見直し
住民説明、
議会調整
後実施

教委総務課

使用料は市民の理解を得ながら常
に受益者負担の原則に則ってコスト
に見合う適正な料金設定に努める。

全体コストを把握し、市の負担範囲
を明らかにし、料金設定を行う。

見直し
住民説明、
議会調整

実施 関係各課

丹波市の一般家庭における20立方
メートル当たりの料金は、最高4,341
円、最低785円と約5.5倍の料金格差
となっている。公共料金は同一地
域、同一料金が原則で、市内地域間
格差の是正と公平性を確保する必
要がある｡

丹波市水道施設整備基本計画に基
づく中長期経営計画を策定する中
で、適正な料金水準を算定し、水道
事業運営審議会への諮問･答申を経
て料金を統一する｡

水道ビジョ
ン・中長期
経営計画
の策定

課題・矛盾
点の掘り下
げ、統一方
針の検討

水道運営
審議会へ
の諮問・答
申

料金の段
階的調整

水道部業務課

料金は旧町のまま引継ぎ、４つの料
金体系となっている。基本料金だけ
でも柏原地域の1,528円から山南・春
日・市島地域の2,940円と1.9倍の格
差がある。同一サービス、同一料金
が原則であり、是正の必要がある。

下水道審議会（仮称）を設置して料
金改定等について審議し、諮問・答
申を経て料金を段階的に統一する。

下水道審
議会設置
課題・料金
統一方向
検討

下水道審
議会への
諮問・答申

段階的実
施

下水道課下水道料金の見直し

どのような考え方で

水道料金の見直し

その他使用料の見直し

社会教育・体育施設使用料
の見直し

福祉センター及び老人福祉
センターの使用料の見直し

斎場使用料の見直し

実施年度
所管課実施項目 どのように取り組むか
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丹波市行政改革実施計画

７　経費の節減、合理化等財政の健全化
 
１）計画的・効率的な財政運営

17年 18年 19年 20年 21年
どのような考え方で

実施年度
所管課実施項目 どのように取り組むか

下水道の利用水源について、調査
が不完全であり公平性を期すため再
度調査を行う必要がある。

再度調査を行い公平性を保ち、正し
い使用料の支払いを促進する。

実施 下水道課

具体的年間水洗化接続率のUP目標
を立て指導を強化し、料金収入の増
加を図る。

増収と環境改善の両面から加入促
進を図る。
（年間目標率５％UP) 実施 下水道課

各種証明書等の発行については、
証明発行に係るシステム開発、機器
及び印刷代等多大な経費を伴って
いるため、費用に応じた負担を求め
る。

総務部総務課を軸として、各種証明
書等を発行している関係各課と調整
するとともに、適正な手数料を決定
する。 見直し

随時改正
等により施
行

関係各課

給食費に運営経費等を加算している
地域としていない地域があり公平性
が取れていない。

食材費や光熱水費の推移を踏まえ、
保護者の理解を得ながら給食費を統
一する。

検討 実施 教委学事課

今後の財政状況を考えるとき、基準
どおりには、一般会計から繰出しは
できないものと考えられる。各特別会
計において、今まで以上に事務事業
の見直し、一般会計に頼らない財政
運営を実施する。

普通交付税算入分の繰出しが必要
となるが今後普通交付税算入分につ
いては１００％の繰出しができないも
のと考える。よって、事務事業の見直
しを各会計で行い、独立採算制をと
る必要がある。また、人件費の繰出し
についても、職員課と調整し適正な
人事配置により繰出し金の抑制を図
る。

財政課

簡易水道事業は、一般行政事務と
同様の法規のもとにあるため、地方
公営企業法が適用される上水道事
業に移行し、企業としての経済性を
発揮し、能率的な運営を図る｡

単式簿記で運営している簡易水道
事業会計（認可12事業）を、順次地
方公営事業法を適用した水道事業
会計（複式簿記）に移行する｡ 水道ビジョ

ンの策定

事業ごとの
固定資産
台帳等の
整備

順次、上水
会計へ移
行

水道部業務課

手数料の見直し

学校給食費の見直し

特別会計の経営健全化

簡易水道事業会計の地方公
営企業法の適用

水洗化率の向上

下水道使用者の利用水源の
再確認
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丹波市行政改革実施計画

７　経費の節減、合理化等財政の健全化
 
１）計画的・効率的な財政運営

17年 18年 19年 20年 21年
どのような考え方で

実施年度
所管課実施項目 どのように取り組むか

全ての職員が、住民サービス向上の
ため、所管する事業を正確に把握
し、適切かつ健全な財政分析と運営
を行えるようにする。

予算の枠配分方式を導入し、所管す
る部局の目で事業のスクラップアンド
ビルドを進める。 研究

実施（手法
は段階的
に改善を
加えてゆ
く）

財政課

経常経費は予算要求段階で厳しく
要求し査定されているものの、企業
なら使わなければ利益として計上で
きるものであり、同様の考え方で節減
に努める。

事業執行の上では安易に消化せ
ず、必要なときに必要なものを調達
するよう心がける。 実施 財政課

無線と光ケーブルによる新システム
の構築を年次計画的に一元化整備
することで、最終年次において年間
2,000万円の通信費の削減を図るとと
もに、一元化による施設管理の合理
化を図る。

光ケーブルは雷の被害を受けにく
く、安定した監視管理をするのに必
要である。無線化は初期投資は必要
であるが、電話回線数の減と、毎月
の通信費が不要になりコスト低減に
つながる。

順次実施 下水道課

市の事業等の周知手段として新聞折
込等の有料のメディアを利用してい
る例が見受けられるが、経費削減の
ため市の広報等の自前の情報伝達
手段を有効活用する必要がある。

計画的な事業実施や計画の具体化
の促進により、募集、案内、イベント
告知等に関し、適期に市広報へ掲
載するほか、防災行政無線等を利用
して経費節減を図る。

実施
総務部総務課
関係各課

市の地方債残高はここ数年間大きく
伸びており、地方債残高の抑制を図
る必要がある。

・元金償還額内の起債の実施　（今
後の１０年間で総合計画の事業を基
に総枠を考える）
・財政措置のない起債の中止
・繰上げ償還の実施

財政課

総合計画を実行していく上で、高い
行革効果を求めながら、バランスよく
財源を配分していく必要がある。

実施計画を最小限の予算で効果的
に実現するため、事業調整を十分に
行いバランスのとれた計画を策定す
る。

作成
公表

財政課

経常経費（物件費、維持補
修費等）の節減

既存手段を活用した広告宣
伝費の抑制

下水道緊急通報システムの
一元化

地方債借入の抑制

財政計画の作成、公表

予算の枠配分方式の導入
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丹波市行政改革実施計画

７　経費の節減、合理化等財政の健全化
 
１）計画的・効率的な財政運営

17年 18年 19年 20年 21年
どのような考え方で

実施年度
所管課実施項目 どのように取り組むか

健全な財政基盤を確立するために
は単年度の現金の収支だけでなく、
市の財産、負債を含めた財政状況が
明確になるようにする。

企業会計手法には、優れた点も多く
地方公共団体にふさわしい形で導
入することで、今後の財政運営に役
立てるバランスシートの作成を実施し
ていく。

作成
公表

財政課

経費の削減と合理化のために、共通
で使用する事務用品を設定し購入
管理する。

頻繁に使用する（使用量の多い）事
務用品を一括購入、管理する。 一部実施

実施品目
の追加

財政課

収納事務手数料の削減と、個人情
報保護の必要性から廃止する｡

口座振替を督励し、「丹波市徴収事
務の一部委託に関する規則」を廃止
する。

廃止準備 廃止 水道部業務課

市民の納税に対する信頼や税負担
の公平性を確保するため、一般市税
及び国民健康保険税の収納率を向
上させるとともに、収納未済額の圧縮
に努める。
また、市税は、市民の暮らしを支える
行政サービスを行うために欠くことの
できない財源であり、市民一人ひとり
の所得や資産に応じて、公平に負担
することにより、市民の行政参画意識
が向上する。

17年7月に設置された収納対策課と
連携協調しながら、徴収実務研修等
を通じ、より専門的な知識等を習得
することにより、適正かつ迅速な滞納
整理事務を行う。

滞納繰越
分の収納
率目標値
18％現年
課税分の
徴収強化

同19% 同20% 同21% 同22% 税務課

市で活用方法が見出せない土地
は、処分し有効利用を図る。

適正な形態の設定（分筆・評価）
一部実施 実施 財政課

丹波市は合併した直後であり、整備
しなければならない多くの事業課題
を持っており、計画的な事業執行を
実施するために、その他目的金の造
成が必要である。

・減債基金の造成
減債基金については、地方債の残
高を抑制するために実施する。
・その他目的基金の造成   各関係課
による整備計画により基金の造成を
考える。また、財政計画を十分勘案
し造成額を決定する。

財政課

上下水道料金の組集金の廃
止

収納率の向上

バランスシートの作成、公表

事務用品等の一括購入・管
理

目的別基金の造成

未利用地の有効活用、処分
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丹波市行政改革実施計画

７　経費の節減、合理化等財政の健全化
 
１）計画的・効率的な財政運営

17年 18年 19年 20年 21年
どのような考え方で

実施年度
所管課実施項目 どのように取り組むか

合併時の事務事業一元化で市道・
橋梁維持修繕工事に係る費用につ
いては新市の負担とするとなってお
り、旧町によっては寄付金というかた
ちで地域に負担金を徴収していた
が、合併後全て市負担にて整備して
いる。受益と負担、公費負担の有効
性と優先度から一部道路について地
元負担金の導入を検討する。

道路法第61条で「道路管理は道路
に関する工事に因って著しく利益を
受ける者がある場合においては、そ
の利益を受ける限度において、当該
工事に要する費用の一部を負担さ
せることができる。」となっている。「著
しく利益を受ける者」（路線）はどの路
線なのか位置づけが難しいことと、負
担金を徴収することで、負担が可能
な地域とそうでない地域とでは不均
衡が生じることも考えられる。課題と
して道路台帳の統合化による台帳整
備による市道のランクつけと併せて
検討していく。

道路台帳
の統合整
備の実施
（3年から5
年間）

市道のラン
クつけの検
討

計画作成
公表と説明

議会条例
提案

建設課
市道路改良等地元分担金の
検討
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丹波市行政改革実施計画

８　会館等公共施設の管理・運営
 
１）管理運営の効率化

17年 18年 19年 20年 21年
法令の整備により、従来委託により
施設管理を行ってきたものは、直営
か指定管理者制度へ移行することが
義務づけられたため、市の施設につ
いて管理体制を見直す必要がある。

費用対効果を検討し指定管理者制
度が最適とされた施設において導入
を検討する。また、審査会を設置し、
指定管理者の選考基準に基づき選
考を行っていく。

検討 随時実施
財政課
関係各課

時間の経過により行政財産として
の機能が低下したり終了している
と思われるもの、また実質的に地
元が管理しているものは、地元へ
譲渡し有効活用してもらう。

①寄付者に了解を得た後無償譲渡
する。
②一定期間以上（長期）の目的利
用を原則。
③公共事業時には無償提供
④対象は原則地縁団体
⑤譲渡後の維持管理全般は受入団
体の責任
⑥地元不要の場合は基本的に廃止
⑦現状維持は原則なし。

検討、計画
作成、地域
との調整

随時実施 都市計画課

公園としての機能が発揮できてい
ないもの、周辺に補完できる公園
があるもの、今後公園として維持
することが困難なものは廃止を行
う。

①遊具等は撤去する。
②借入地は返却する。
③市有地は普通財産化し、最終的
に処分を検討する。 検討、計画

作成、地域
との調整

随時実施 都市計画課

地域づくりの拠点として利用されてき
たが、受益範囲はほとんどが校区で
あり、市で維持管理する意義が薄れ
ており地域へ譲渡し有効活用をして
もらう。

耐用年数内の補助金返還、起債繰
上げ償還の課題を含め検討した後、
地域と調整する。 検討、計画

区域、地域
調整

随時実施

心の合併室
農林振興課
人権啓発セン
ター
社会福祉課

所管課

公園・広場の地元へ譲渡の
検討

公園の廃止の検討

コミュニティセンター等の譲
渡の検討

実施項目
実施年度

指定管理者制度の導入

どのような考え方で どのように取り組むか
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丹波市行政改革実施計画

８　会館等公共施設の管理・運営
 
１）管理運営の効率化

17年 18年 19年 20年 21年
所管課実施項目

実施年度
どのような考え方で どのように取り組むか

利用頻度の少ない施設、社会情勢
の変化により所期の利用目的が現状
に合わなくなった施設について、廃
止を含めて施設の有効活用につい
て検討する。

施設の維持管理とその効果、施設の
利用状況、施設の老朽度について
検証し、廃止、譲渡、貸付、管理方
法の改善、民営化の可能性につい
て検討する。耐用年数内の補助金返
還や起債繰上げ償還の課題も検証
し、見直しを図る。

見直し

見直し結
果に基づ
き実施可
能なものよ
り取り組む

関係各課

合併により、廃棄物処理施設の効率
的・効果的な運営を行う。そのために
施設の機能を最大限に有効活用す
るため、施設の統廃合を行う。

廃棄物処理施設（春日・山南）及び
山南環境クリーンセンターを閉鎖し、
他の施設に統合するなど施設の統
廃合を検討していく。 検討

検討結果
に基づき
実施

環境整備課

下水道施設を1日でも長く使用して
いただけるよう推進し、後年に係る維
持管理、改修費用の減を目指す。

下水道事業は、多額の費用で実施
している。施設を公共の財産として、
適正に使用することが維持補修、管
理費の節減につながる。自治会や団
体の協力を得て学習会を開催し、市
民に積極的に啓発していく。

下水道課

廃棄物処理施設の統廃合

下水道施設の適正な利用方
法の推進

その他市有施設の見直し
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丹波市行政改革実施計画

９　公共工事の適正執行
 
１）公共工事のコスト縮減

17年 18年 19年 20年 21年
公共工事予算が非常に厳しくなって
いる中で、限られた財源を有効に活
用した公共事業の執行が必要であ
り、公共工事のコスト縮減について積
極的に取り組んで行く。

施設整備におけるライフサイクルコス
トの低減等総合的な事業計画の事
前審査を実施すると共に、「丹波市
公共工事コスト縮減対策会議」を設
置し、公共工事コスト縮減に関する
行動計画を策定し、公共工事の低減
に努めていく。

調査
準備

実施 事業監理課

２）入札制度の改善

17年 18年 19年 20年 21年
入札制度における基本事項の透明
性の確保、公正な競争の促進、談合
等不正行為の防止について丹波市
における新たな入札制度を検討し改
善を図る。

現在設置している「入札制度検討委
員会」において、透明性の確保（情
報公開の拡大）、公正な競争の促進
（入札方法の検討）、不正行為の防
止（ペナルティの検討）について、新
たな入札制度の導入に取り組む。

調査・研究 試行　　　 実施 事業監理課

１０　環境対策の推進
１）　環境に配慮した取り組み

17年 18年 19年 20年 21年
物品については、廃棄まで想定した
調達を行う。業務については、地球
環境やコストを意識した行動を常に
行う。

①エコマーク商品の優先的調達
②省エネ物品の調達
③省エネ・省資源の実践（電気をこま
めに消す。不必要なアイドリングをや
める。紙の節約）
丹波市内には、「エコの会」、「地球
温暖化防止推進員」をはじめ積極的
に取り組みをされている市民団体、
グループがあり、連携し活動を通じて
市民全体の意識を高めていく。

実施 関係各課

建築物、設備の調達にあたっては、
地球温暖化防止に寄与できるのもの
にし、維持管理コストを縮減する。

省エネは、ランニングコストの節約に
大きく寄与するため、必要な投資を
行う。

調査研究 実施 関係各課

どのような考え方で

どのような考え方で

どのように取り組むか実施項目 どのような考え方で

どのように取り組むか

どのように取り組むか 所管課
実施年度

所管課
実施年度

実施年度
所管課

省エネに資する施設建設を
推進

工事コストの縮減

事業内容に応じた入札制度
の見直し

実施項目

実施項目

省エネルギーと省資源化対
策の推進

23 ページ



 
新市建設計画の第 6 章財政計画の前提条件を

もとに、直近のデータに置き換え、目標とする

年次における収支見通しを行っています。 

・・右の表 

さらに、交付税合併算定替の特例措置が段階
的に縮減されはじめる 27年度の丹波市として成

熟した財政構造を設定し、目標とする歳出削減

額を算出しています。 

新たな行政施策や行政改革の実施状況等によ

り推計は変動するもので、その都度、財政計画
の見直しを図り適正な財政管理を行うことを目

的に作成しています。 

 

（歳入について） 

・ 歳入全般的に現状制度が継続されることを
前提に見通して歳入額（A）を算出していま

す。 

・ 地方税については、新市建設計画に基づく人

口推計値によって算出しており、それ以外の

新たな施策による増加見込み等は考慮して
おりません。（平成 27 年人口推計値 70,000

人） 

・ 地方交付税等については、毎年、制度改正が

おこなわれるため、予測しがたい状況があり、 

 

 

表 

（単位：百万円：％）

Ｈ１７ Ｈ２１ Ｈ２６ Ｈ３２

7,364 7,364 7,340 7,316

13,562 13,060 13,943 11,462

3,268 1,390 1,390 1,390

A 24,194 21,814 22,673 20,168

11,425 12,019 11,998 11,650

2,537 1,112 1,107 779

11,716 10,731 10,574 10,668

B 25,678 23,862 23,679 23,097

B’ 18,497 19,549 19,448 19,153

A  - B △ 1,484 △ 2,048 △ 1,006 △ 2,929

89.5 93.4 89.6 98.8

89.5 85.0 80.0 80.0

C 25,678 21,407 20,880 17,701

C’ 18,497 17,788 17,360 15,516

A  - C △ 1,484 407 1,793 2,467

B’- C’ 0 1,761 2,088 3,637目標達成のために必要な経常経費削減額

経常収支比率を目標設定した場合の歳出計

Ｃのうち経常的歳出計

経常収支比率目標設定した場合の歳出計との差

目標とする年次における財政収支見通し（普通会計一般財源ベース）

項　目　　　　　　　     　　　　　　　　　　　年　度

地方税

地方交付税・地方譲与税・交付金

その他の収入 

歳入計

義務的経費（人件費・扶助費・公債費）

投資的経費

その他の経費

歳出計

歳入歳出差引 

Bのうち経常的歳出計

経常収支比率　（目標設定）　   

経常収支比率　　　　　　　

目標とする年次における収支見通し（普通会計一般財源ベース） 



現状に基づく算定としております。 

・ 地方交付税の算定額に大きな影響のある国勢調査人口は、12 年度

国勢調査人口をもとに、推計し算出しています。 
 

（歳出について） 

・ 新市財政計画での前提条件をもとに、直近のデータから歳出額（B)

を算出し、さらに経常収支比率を目標設定値に留めた場合におけ

る歳出（C)構造を設定しています。 
・ 27 年度から5年間で段階的に交付税が縮減され、完全に一本算定

になる32 年度（市となって小さな町に比べてより効率的な行政運

営ができるとされるため、現行の試算では、約 25 億円の減少）に

耐えうる財政構造にしておく必要があります。 

・ 26 年度時点に経常収支比率が約 80%の財政構造を確立し、一本算
定以降の歳入見通しに対応するよう、歳出削減額を算出していま

す。 

 

? 目標額、職員数の設定方法と平成 26 年度の経常収支比率を 80％に設定

した理由  

 

平成 26 年度は、合併後の地方交付税の算定替の最終年度となり翌年以降

段階的に削減され、平成 32 年度に通常の市と同じ算定により一本化されま

す。一本化されることにより市に交付される地方交付税は減少（市となり小

さな町に比べてより効率的な行政運営ができるとされるため現行の試算で

は、約 25 億円の減少）しますが、市の財政見通しから平成26 年度に経常収

支比率を 80％へ回復させることで、平成 32 年度の一般財源の歳入見込みの

範囲内で経常的歳出が賄え、建設事業や市単独事業などの臨時的な歳出も財

政調整基金に頼ることなく一定額を確保できる状態に見込めることが分か

りました。 

そこで、市の将来的な財政基盤の健全性を維持するため、16 年度の決算に

よる各性質別の歳出項目の割合から、本来財政運営上望ましいと考えられる

歳出構造を想定し、目標とすべき経常経費の削減額を算出する方法により、

行政改革による総合的な目標額や職員数を設定し、この目標を達成するため

に着実に実施計画に取り組んでいくこととしています。 

なお、国では目下、国庫補助負担金、地方交付税、税源移譲を含む税源配

分のあり方を見直す三位一体改革が進められているところですが、現時点で

はこれらの全体像が最終的に確定していないことから、市の直近のデータと

現行の地方税財政制度を前提として試算しています。 

したがって、今後も国の動向や経済の情勢による変化が予想されることから、

行政改革の効果額の検証や実施計画の見直しを常に行い行政改革を進めて

いきます。 

 

（あとがき） 

平成26年度は、地方交付税の算定替の特例措置の最終年度となり、

平成27 年度以降5年間で段階的に縮減され、平成32 年度に通常の市

と同じ算定により一本化されます。 
一本化されることにより、市に交付される地方交付税額は減少しま

すが、市の財政収支見通しから平成26年度に経常収支比率を80％へ

回復させることで、平成 32 年度の一般財源の歳入見込みの範囲内で

経常的歳出が賄え、さらに建設事業や市単独事業などの臨時的な歳出

も財政調整基金に頼ることなく、一定額の財源を確保することができ
る状態となります。



用語解説 

1．地方交付税 
国税 5 税（所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税）の一定割

合を、地方公共団体間の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一

定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するために交付され

るもので、国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によ

り再配分する、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税」であり

地方の固有財源となっています。 

 
2．普通会計 

地方自治体の会計のうち一般行政部門の会計を言います。水道事

業や下水道事業などの公営企業会計や、国民健康保険事業、老人保健

事業、介護保険事業などは法律の規定に基づいて一定の固有の目的を

もって行う特別会計と呼ばれています。 

丹波市では、一般会計（議会、福祉、教育、消防など）と法令に

基づかない特別会計の自動車教習所特別会計、訪問看護ステーション

特別会計の 3 つが普通会計となっています。 

 
3．普通地方交付税の合併算定替 

普通地方交付税は、地方自治体が一定水準のサービスを供給でき

るように、財源不足額に応じて交付されますが、一般的に合併が行わ

れ、より大規模な団体になることで、旧団体に比べてスケールメリッ

トが働くとされています。 

そうなれば、財源不足額も減少する効果があるとされ、合併前よ

り交付税が減少されます。 

しかしながら、職員の削減や庁舎の統廃合等、合併による経費節

減効果が本格的に現れるのは、合併後一定期間が経過してからである

ため、合併後直ちに交付税が減額されるのでは不合理が生じます。そ

のため、合併が行われた年度とその後 10 ヵ年度は、「合併後の新団体

としての算定額」と「合併関係団体がそのまま存続し続けたものとし

た時の算定額（合併関係団体の合計）」とを比べて、有利な方を選ぶ

ことができます。このとき、前者を「一本算定」、後者を「合併算定

替」と呼びます。 

また、11 ヵ年度以降もいきなり一本算定になるのではなくて、激

変緩和措置として 5 ヵ年度間にかけて段階的に合併算定替の増加分

が縮減され、16 ヵ年度以降から完全に一本化されます。 

4．経常収支比率 
経常一般財源等（地方税、普通地方交付税、譲与税、地方交付金

など地方が自由に使え、毎年収入が見込める一般財源）のうち、どの

程度が経常的経費に充てられているかをみることにより、財政構造の

弾力性（財政的な自治体の余裕度）があるかを判断する指標。一般的

には 75％程度が理想とされていますが、地方分権が推進され地方公

共団体の経常的サービスが増加している現在では理想的な水準は

80％程度以下と考えられています。 

全国の市町村平均は平成 6 年度に 81.2％となってから平成 15 年

0.9 0.7 0.5 0.3 0.1
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度には 87.4％（旧氷上郡平均は 81.6％）となり高い水準になってい

ます。 

丹波市は、平成 16 年度決算 89.5％となり旧町の 7 ヶ月と市の 5
ヶ月を合算した決算ではありますが、三位一体改革の交付税等の減額

を旧 6 町分合計で影響を受けたことや合併に向けたサービス水準の

平準化に向けた調整、施設維持管理の増加などにより急激に悪化して

います。 

また、経常収支比率の対象となる経常的経費とは、地方公共団体

が毎年連続して経常的に支出する経費で、次のようなものがあります。 

人件費…議員報酬、市長等特別職報酬、職員人件費、委員会等委

員報酬 

物件費…庁舎や学校等の施設維持管理経費、旅費など行政活動上

の物に係る経費 
維持補修費…道路維持補修費など 

扶助費…生活保護費、児童援護費、保育所運営費補助金、福祉医

療費など 

補助費等…国、県、同級他団体への負担金及び各種団体補助金等 

公債費…繰上償還費を除く、地方債の元利償還金 
繰出金…公営企業（水道、下水道等）や国民健康保険など特別会

計へ法令などにより、一般会計から特別会計へ支出す

る資金 

経常経費に対して、投資的経費（施設建設費、大規模改修費など）、

市長の政策的経費、地方債（地方公共団体の借金）繰上償還などは臨

時的経費といい、例えば経常収支比率が 80％であれば残りの 20％に

相当する一般財源が、この臨時的な経費に充てられる資金ということ

になります。 

 

5．財政調整基金 
地方公共団体が予算を組むときに、法令等に基づいて財源不足な

どが生じた時に不足した部分を補うために蓄えている貯金を言い、こ

れを基金と呼んでいます。 

財政調整基金は、支出予算に財源が不足した時、予算全体に制限

を設けず一般財源化して使用できることになっています。 

また、学校の建設など将来的な資金を確保し、これらの特定の事

業を遂行する時にだけ使用が認められた基金もあり、これを特定目的

基金と呼んでいます。 

 

6．三位一体改革 
「地方が決定すべきことは地方自らが決定するという地方自治本

来の姿の実現」（骨太の方針 2003）に向けて、構造改革の一つとして

「三位一体改革」が推進されています。 

具体的には、 

①国庫補助負担金の改革（概ね 4 兆円程度の国庫負担金を廃止・

縮減） 

②税源移譲（基幹税の充実を基本に、国から地方へ税源の委譲を

行う。廃止する国庫補助負担金の中で、地方が引き続き実施す

る必要があるものについては、税源を委譲する。） 

③地方交付税の見直し（真の地方財政の自立を図るため、地方交

付税への依存を低下させる。総額の抑制、算定の改革、不交付

団体の増加） 
の三つを一体的改革していくという考えから三位一体改革と呼ばれ

ています。 

しかし、現実には平成 16 年度実施された内容をみると①の国庫負

担補助金は、1 兆円の削減を行ったとされるが、地方の自由度の拡大



にはつながらない単なる規模縮小による縮減額もカウントされた内

容であり、②の税源委譲では、国税からの税源委譲は見送られ、所得

譲与税、税源委譲予定特例交付金の暫定的な措置がされ、③の地方交

付税では、平成 16 年度対前年 12％減という地方財政法始まって以来

の大きな削減となり、地方の財政を圧迫する結果となり予算の組めな

い地方公共団体が生まれるなどの問題も多く、真の地方分権を推進す

る、本来の意味での「三位一体の改革」の推進を地方公共団体は望ん

でいます 
 

 

 




