
 

日程 

(平成 22 年) 
内容 

５月 26 日 第１回丹波市行政改革大綱策定委員会（諮問） 

６月 30 日 第２回丹波市行政改革大綱策定委員会 

7 月 28 日 第３回丹波市行政改革大綱策定委員会 

８月 30 日 第４回丹波市行政改革大綱策定委員会 

10 月８日 第５回丹波市行政改革大綱策定委員会 

10 月 29 日 第６回丹波市行政改革大綱策定委員会(答申) 

11 月１日 第２次丹波市行政改革大綱策定 

12 月１日 第２次行政改革実施計画の策定 

第２次 

丹波市行政改革実施計画 
 未来の明るい丹波をめざして、早期に舵をきる 

行政改革実施計画策定までの経過 

将来の丹波市のために、今しかできないこと 

 現実的な将来の収支見通し(平成 21 年 12 月時点)では、平成 27 年度から合併特例法上の地方

交付税に係る合併支援措置が逓減され、平成 29 年度に歳出が歳入を上回り、初めて赤字になる

見通しです。そして、平成 32 年度には完全にひとり立ちした丹波市として地方交付税が算定さ

れることにより、地方交付税が 30 億円減少(平成 21 年度比)し、単年度で 10 億円を超える赤字

に陥る見通しです。 

 しかし、そういった状況であっても、夢のある丹波市をめざし、丹波市総合計画では、「人と

自然の交流文化都市」として将来像を位置づけ、具体的な事業推進を図っています。総合計画

に掲げる「いつまでも健康で安心して暮らせるまち」、「人と人、人と自然が共生し、未来につ

ながるまち」、「地域を支えるにぎわいと活力あるまち」を実現するためには、時代の潮流をし

っかりと見据えながら、地域活力の創造や生活の豊かさの実現、交流人口の拡大、男女共同参

画社会のさらなる推進、家庭と地域の再構築、安全・安心の確保など、少子高齢、人口減社会

における様々な地域課題の解決や、地域の個性と特性を生かした地域づくりに、合併による支

援措置がある特例期間において全力をあげて取り組み、将来にわたって安定、成熟した丹波市

づくりに向けて取り組む必要があります。 

【概要版】

行財政改革への取り組みは、まさにその基

盤、枠組みづくりであり、この行財政改革の

手を緩めることなく実行し、将来にわたり誰

もが安心して暮らすことのできる丹波市の実

現をめざし、市民の皆さんと行政が一体とな

って取り組みたいと考え、行政改革実施計画

を策定し、具体的な改革を進めます。 

 

 

 

平成 22 年 12 月１日 

丹波市長 

(１)市民にわかりやすい組織・機構の見直し 
(２)定員管理の適正化 
(３)人材の育成及び確保 

 

(１)公共施設の整理合理化 

(２)経常経費の削減（人件費を除く） 

 

(１)費用対効果を考えた事業の見直し 

(２)自主財源の確保 

(３)受益者負担の適正化 

(４)補助金等の整理合理化 

 

(１)業務改善による事務の効率化 

(２)民間資金・ノウハウの活用 

 

(１)市民と行政のパートナーシップ 

(２)インフォメーションからインテリジェンスへ 

行政改革の基本項目 

人 

モ
ノ 

お
金 

時
間 

情
報 

行政改革推進体系イメージ 

計画期間 

平成 22 年度から平

成 26 年度までの行政

改革大綱と同じ期間と

します。 

進行管理と説明責任 

(１)毎年度各実施項目の進捗状況の確認と見直しを行い、行

政改革推進本部で進行管理を行います。 

(２)各実施項目、及び取り組みは、ホームページなどにより

市民に公表します。 

行政改革大綱 

行政改革実施計画 

行政改革の取り組み 

人 モノ お金 時間 情報

  

  

  

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

５つの資源 

１３の基本項目 

１２０の実施項目 



 
 

基本項目 実施項目 

人－１ 

市民にわかりやすい組織・機

構の見直し 

庁舎機能の集約化 

市役所機構の見直し 

窓口業務の見直し 

教育環境の見直し（適正規模・適正配置） 

教育環境の見直し（認定こども園） 

保健師集約による保健事業の充実 

教育委員会機構の見直し 

人－２ 

定員管理の適正化 

定員管理の適正化 

給与制度の見直し 

非常勤一般職・特別職の見直し 

消防団の組織・機構の見直しを 

定員適正化計画に反映 

人－３ 

人材の育成及び確保 

人材の育成 

モノ－１ 

公共施設の整理合理化 

遊休財産の利活用 

駐車場の見直し 

人権施設の見直し 

大師野公園（青垣町） 

クリーンセンターの見直し 

リサイクルセンターの見直し 

最終処分場の見直し 

観光トイレの見直し 

産業施設の見直し（卸売市場） 

産業施設の見直し（集会施設） 

公園・広場の見直し 

観光施設の見直し 

企業研修センターの見直し 

産業施設の見直し（農産物加工販売所ほか） 

下水道施設の見直し 

住宅の見直し 

消防団詰所等の見直し 

水道施設の見直し 

遊休財産の利活用（旧柏原保育所の転用） 

児童館の見直し 

給食施設の見直し 

福祉施設の見直し 

老人福祉施設の見直し 

障害福祉施設の見直し 

保健センターの見直し 

ホールの見直し 

資料館の見直し 

社会体育施設の見直し 

公民館の見直し 

その他社会教育施設の見直し 

 

基本項目 実施項目 

モノ－２ 

経常経費の削減（人件費を除

く） 

丹波市役所の省エネの取り組み 

駐車場施設管理経費の削減 

備品（公用車含む）の適正管理 

物品の適正管理 

クリーンセンター施設管理経費の削減 

リサイクルセンター施設管理経費の削減 

最終処分場施設管理経費の節減 

斎場施設管理経費の削減 

産業施設管理経費の削減 

橋りょう 

下水道施設管理経費の削減 

住宅施設管理経費の削減 

インフラ資産の経費節減 

障害福祉施設管理経費の削減 

福祉施設管理経費の削減 

図書館施設管理経費の削減 

美術館施設管理経費の削減 

資料館施設管理経費の削減 

ホール施設管理経費の削減 

公民館施設管理経費の削減 

社会体育施設管理経費の削減 

その他社会教育施設管理経費の削減 

お金－１ 

費用対効果を考えた事業の

見直し 

研修事業の見直し 

診療所事業の見直し 

訪問看護ステーション事業の見直し 

スポーツイベントの見直し 

文化イベントの見直し 

お金－２ 

自主財源の確保 

宅地分譲事業 

市債権の収納率の向上 

経営基盤の強化 

国債・公債等資金運用 

水道事業財政経営計画の策定 

 

基本項目 実施項目 

お金－３ 

受益者負担の適正化 

自動販売機使用料の見直し 

隣保館施設使用料減免・料金の見直し 

斎場使用料の見直し 

下水道料金の見直し 

水道料金の見直し 

学校教育部使用料の見直し 

ファミリーサポートセンター利用料の見

直し 

福祉施設使用料減免・料金の見直し 

保健施設使用料減免・料金の見直し 

公民館施設使用料減免・料金見直し 

社会体育施設使用料減免・料金見直し 

その他社会教育施設使用料減免・料金見直

し 

入館・入園料の見直し 

ホール使用料の見直し 

お金－４ 

補助金等の整理合理化 

企画部補助金の見直し 

企画部負担金の見直し 

総務部補助金の見直し 

総務部負担金の見直し 

財務部負担金の見直し 

生活部補助金の見直し 

生活部負担金の見直し 

環境部補助金の見直し 

環境部負担金の見直し 

産業経済部補助金の見直し 

産業経済部負担金の見直し 

建設部補助金の見直し 

建設部負担金の見直し 

消防本部補助金の見直し 

消防本部負担金の見直し 

学校教育部補助金の見直し 

学校教育部負担金の見直し 

福祉部補助金の見直し 

健康部補助金の見直し 

健康部負担金の見直し 

社会教育部補助金の見直し 

社会教育部負担金の見直し 

４－１ 

業務改善による事務の

効率化 

電子化による業務効率の向上 

業務実施方法の見直しによる効率化 

４－２ 

民間資金・ノウハウの

活用 

業務実施方法の見直しによる改善 

５－１ 

市民と行政のパートナーシップ 

市民ニーズの把握 

５－２ 

インフォメーションか

らインテリジェンスへ 

行政の戦略会議 

積極的な情報発信 

行政評価システムの活用 

予算の枠配分方式の導入 

下水道事業の法適用化 

効果的な通知方法 

 

丹波市行政改革実施項目一覧表 【120 項目】 


