
  



 

 

＜３．基本項目＞ 

『限られた行政経営資源の配分を ～事業の整理合理化へ～』 

厳しい財政事情の中で、事業の必要性や緊急性等の観点から、取捨選

択を行い、総合計画がめざす将来像の実現のために優先すべきものは何

なのかを明確にする必要があります。 

このため、行政評価において総点検を行い、コスト意識や費用対効果を

常に考慮し行政の責任と市民の果たすべき役割を明らかにしたうえで、最

も効率的で効果的に事業を展開し、行政経営資源である“人”“モノ”“お

金”“時間”“情報”という５つの視点から改革を進め、地方分権への動向を

踏まえ、「丹波市」としての地方自治を行います。 

「第２次丹波市行政改革大綱」、「第２次丹波市行政改革実施計画」に基づき、平成 24 年度行政改革の主な取り組みを、平成 24 年度予算の提案時期に併せ、公表します。 

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

 

＜２．これまでの取り組み経過＞ 

 
年度 取組件数 うち財政的効果件数 効果額 

平成 17 年度 38 件 38 件 427,773 千円 

平成 18 年度 99 件 99 件 1,122,248 千円 

平成 19 年度 137 件 38 件 620,802 千円 

平成 20 年度 124 件 26 件 485,777 千円 

平成 21 年度 124 件 23 件 506,276 千円 

平成 22 年度 107 件 20 件 765,705 千円 

平成 23 年度 216 件 37 件 407,195 千円 
 

概要 

 

＜１．目   的＞ 

『平成32年度までに地方交付税30億円の減少に対応できる丹波市へ』 

平成27年度から地方交付税が逓減され、平成32年度には市の一般財源が

30 億円減るという厳しい財政状況を乗り越えるために必要な取り組みを体系

化し、計画的に取り組みます。その中で特に重要と考えるのは、戦略的な施策

展開と効果的な行政経営資源(人、モノ、お金、時間、情報)の配分です。行政

が行う事業において評価を行い、トップマネジメントによる成果を重視した仕組

みを確立します。 

また、健全財政を確保していくため、その目安となる財政指標を設定し､計画

的な財政運営を行うとともに、新地方公会計制度による新たな手法を用いた分

析結果や行政評価の結果等を予算編成に反映し、質の高い財政運営を行い

ます。 行政経営資源の相関イメージ 
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平成24年度の効果額 318,787千円 総取組数 208件 うち新規取組
13件

実施項目名 取組名 H24目標及び取組内容 取組担当課 H24効果額

【人】（１）市民にわかりやすい
組織・機構の見直し 10件

庁舎機能の集約化 庁舎のあり方検討 教育委員会・水道部を集約するため既存施設の改修費用が必要となり、現時点では効果額は発生し
ない。なお、分庁舎方式による機能集約のため移動ロス（教育委員会分　9,326千円）は平成25年度に
は軽減可能となる。また、政策的協議を比較的多く要する部・課の再編をH25年度を目標に取り組む。

庁舎整理統合準備室 0

市役所機構の見直し 水道部門と下水道部門との統合 統合した後の経営見通しと、健全化計画の策定を検討する。
業務課 0

窓口業務の見直し 窓口業務の見直し 庁舎機能の集約状況と並行して、窓口業務のワンストップ化を検討する。 総務課 0
窓口業務市民サービスの推進 市民の皆さんが利用しやすいサ－ビスをめざすため、開庁時間に来庁できない市民に対して、窓口延

長・休日開庁実施に向け取り組む。
市民課 0

【新規】宿日直業務の見直し 現状の課題、現況調査、近隣市、市民の認識の変化等を分析、検討し、段階的に機械警備を含めた
効率的な宿日直体制に移行させる。 総務課 0

保健師集約による保健事業の充実 保健事業の集約 保健事業の充実を図るなかで、保健師の支所での機能が充分果たせる仕組みづくり、また地域づくり
の健康の分野については、積極的に地域とかかわりを持つ。

健康課 0

教育環境の見直し(適正規模・適正配置) 学校教育施設整備事業 学校適正規模・適正配置の実施計画を踏まえた第3次学校施設整備計画を策定する。 施設建築課 0
学校施設の統廃合等の検討 青垣地域、山南地域においては「教育を考える会」を「推進委員会」(仮称）に切り替え、具体的な協議

を進める。
市島地域においては、「教育を考える会」を立ち上げ、地元協議や合意形成を図る。

学校教育課 0

教育環境の見直し（認定こども園） 教育環境の見直し 認定こども園用地４か所分買収する。
各地域において認定こども園設置に向けた協議を行う。

こども育成課 0

教育委員会機構の見直し スポーツ振興組織の整理 実施効果の検証と修正を行う。丹波市スポーツ協会の設立と丹波市体育振興の方向について検討す
る。 生涯学習センター 0

【人】（２）定員管理の適正化 5件

定員管理の適正化 新規採用職員の抑制、勧奨退職の実
施、職種を超えた職員配置（任用替）

【目標】事務職：471人　技能労務職：51人　教諭・保育士：42人　専門職：47人　消防職73人　(合計684
人)　※職員適正化計画
【取組内容】平成24年4月1日現在職員数　670人

職員課 104,555

定員管理の適正化 消防ポンプ車の山東出張所及び山南救急駐在所への配備について重要課題市長ヒアリング等におい
て調整を進める。

消防課 0

給与制度の見直し 給与制度の見直し 管理職を対象とした人事評価制度による勤務実績の勤勉手当への反映について、他市の状況や人事
院勧告の動向の把握、職員組合との調整等を行い、導入に向け検討を行う。

職員課 0

非常勤一般職・特別職の見直し 非常勤職員（一般職・特別職）の削減 指定管理者制度の積極導入、認定こども園化等に伴う非常勤職員の削減を図る。 職員課 0
消防団の組織・機構の見直しを定員適正化計画に反映 丹波市消防団員の適正化 H27再編に向けた調整を行う。

[H27.4.1] 　29分団　　92部　　 1,706名 (△455名)
生活安全課 11,073

【人】（３）人材の育成及び確保 1件

人材の育成 人材の育成 人材育成基本計画に基づき職員研修の充実を図る。 職員課 0

【モノ】（１）公共施設の整理合理化 43件

遊休財産の利活用 遊休財産の利活用調整会議の開催 施設見直し部（各施設管理担当部）並びに普通財産管理部（財務部）と企画部の連携により、利用調
整会議を開催し、利活用決定を行っていく。

企画課 0

人権施設の見直し 市有財産の譲渡 譲渡目標を10施設として取り組む。(譲渡累計61施設) 人権啓発センター 0
大師野公園（青垣町） 大師野公園（青垣町） 維持管理について県と協議をする。 農林整備課 0
福祉施設の見直し 福祉施設の見直し 【統廃合協議】

社会福祉協議会及び関係機関と協議、調整を行う。
社会福祉課 0
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実施項目名 取組名 H24目標及び取組内容 取組担当課 H24効果額

老人福祉施設の見直し 老人福祉施設の見直し 【春日地域内１施設譲渡】
協議が調った時点で無償譲渡する。
【氷上健康福祉センター廃止】
社会福祉協議会と関連施設を含めた統廃合協議を進める。

社会福祉課 0

障害福祉施設の見直し 障害福祉施設の見直し 民間活力の導入による地域での療育支援体制の充実を検討する。
平成24年度から障害者自立支援法の改正により、相談・療育支援の内容充実をめざす体制整備を行
う。

生活支援課 0

保健センターの見直し 保健センターの見直し 青垣保健センターについて、関係部署（教育委員会、社会福祉課、青垣支所、健康課）と調整し平成24
年度中には、施設の方向性を決定し、廃止に向けた手続きをして行く。

健康課 0

観光トイレの見直し 観光トイレ（７箇所）の見直し 将来のあり方について検討する。 観光振興課 0
産業施設の見直し（卸売市場） 丹市立地方卸売市場のあり方検討 平成23年度実施の「あり方検討」結果に基づいて、施設の管理運営を実施する。 農業振興課 0
産業施設の見直し（集会施設） 指定管理施設の譲渡について 適正な指定管理業務を継続する。 農業振興課 0

施設の譲渡 指定管理者協定書に従い、適正な指定管理業務を継続する。 農林整備課 0
公園・広場の見直し 公園・広場の見直し 公園の利用が実質的に地元住民に限定され、事実上地元で管理されている農村公園（喜多、新道貝）

について、国庫補助事業を受けた公園であるため、国の承認を得て地元自治会へ譲渡する。
都市住宅課 0

観光施設の見直し いっぷく茶屋の指定管理 指定管理期間終了後のあり方の検討。 観光振興課 0
ウッディプラザ山の駅の指定管理 丹波市の玄関施設として、活気ある施設運営について指定管理者と協議調整を行う。 観光振興課 0
さんなん観光案内所 適切な管理と管理料について精査する。

指定管理期間終了後のあり方について検討を行う。
観光振興課 0

ふれあい交流施設 適切な管理と管理料について精査する。
指定管理期間終了後のあり方について検討を行う。

観光振興課 0

ゆりやまスカイパークの指定管理 指定管理期間終了後のあり方を検討する。 観光振興課 0
今出川親水公園｢今出せせらぎ園｣の
指定管理

親水公園と一体的に管理を行う。
指定管理期間終了後のあり方について検討を行う。

観光振興課 0

山の家神池寺会館の指定管理の見
直し

地元への譲渡について協議を行う。
観光振興課 0

大杉ダム自然公園 広大な面積を含む施設の適切な管理。
指定管理期間終了後のあり方について検討を行う。

観光振興課 0

丹丘荘の譲渡 指定期間終了後の譲渡について検討を行う。 観光振興課 0
丹波悠遊の森 指定管理料の減額調整

指定管理期間終了後のあり方について検討を行う。
観光振興課 2,000

企業研修センターの見直し 市島企業研修センターの見直し 廃止に向けた直営管理を行う。 新産業創造課 0
市島総合研修センターの見直し 指定管理を継続する。 新産業創造課 0

産業施設の見直し（農産物加工販売所ほか） 農産物加工販売所等の譲渡・廃止 第三セクター「春日ふるさと振興㈱」における、市有株式の譲渡をすすめる。 農業振興課 0
下水道施設の見直し 下水道施設の見直し 下水道中期計画に基づき、下水道施設統合など地元調整を行う。 下水道課 0
消防団詰所等の見直し 丹波市消防団施設(詰所・車両等)の

適正化
H27.4.1再編に向けた調整
[H27.4.1] 　車両101台 (△2台)　　　　詰所94箇所(△2箇所)

生活安全課 2,398

水道施設の見直し 水道施設の見直し 氷上中央浄水場、氷上南浄水場を稼働させる。 工務課 0
児童館の見直し 児童館の見直し 子育て支援事業のあり方を検討する。児童館の位置付けを明確化する。 子育て支援課 0
学校給食施設の見直し 学校給食施設の整理統合の検討 柏原・氷上学校給食センター及び春日学校給食センター拡張工事の実施設計を行う。 学校給食課 0
ホールの見直し 市内３ホールの見直し 平成24年度中は３ホールを現状機能のまま使用していくが、生涯学習施設整備方針に基づきホール

機能を残す施設と多人数の大会研修用に転用する施設の平成25年度以降の整備計画を策定する。
生涯学習センター 0

資料館の見直し 歴史民俗資料館等管理・運営事業 生涯学習施設整備方針に基づき歴史民俗資料館の見直しを図る。 文化財課 0
スポーツ施設の見直し スポーツ施設の見直し 生涯学習施設整備方針に基づき、利用率の低い施設については転用等での活用の可能性を探り、転

用見込がない場合は譲渡、廃止にむけた関係団体等との協議を行う。
市民理解に向けた調整会議等の開催を行う。

生涯学習センター 0

友政グラウンドゴルフ場の見直し 確約書に基づき、平成25年度末まで施設使用を継続し、その後地元へ譲渡を行う。 生涯学習センター 0
住民センターの見直し 住民センター（６施設）の見直し 市内６地域に１施設ずつ住民センターを残すよう生涯学習施設整備方針（中間報告）で示しており、引

き続き使用していく。
生涯学習センター 0

その他生涯学習施設の見直し さわさぎ館の廃止 施設の利用計画について、地元及び関係機関と調整する。 生涯学習センター 0
小川地域づくりセンターの譲渡 施設修繕を実施するため、指定管理協定を１年更新し、平成25年4月1日付譲与とする。

必要な修繕工事を実施する。
生涯学習センター 0

上久下地域づくりセンターの譲渡 施設修繕を実施するため指定管理協定を１年更新し、平成25年4月1日付譲与とする。
必要な修繕工事を実施する。

生涯学習センター 0

北山ふれあいセンターの譲渡 契約締結による地元譲渡完了させる。 生涯学習センター 0
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実施項目名 取組名 H24目標及び取組内容 取組担当課 H24効果額

和田地域づくりセンターの譲渡 和田財産区議場の取扱いを協議するため指定管理協定を１年更新し、平成25年4月1日付譲与とす
る。 生涯学習センター 0

駐車場の見直し 指定管理料の見直し 指定管理料の決算内容を精査し、委託料軽減の方向で検討する。 財政課 0
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

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

（仮称）丹波市クリーンセンター建設事業者を決定する。
環境整備課 0

住宅の見直し 住宅の見直し 老朽化した市営住宅の除却(1戸）を行う。
長寿命化計画によるコストの削減をしていく。

都市住宅課 0

【モノ】（２）経常経費の削減
（人件費を除く） 25件

丹波市役所の省エネの取り組み 【新規】消防本部省エネの取組み ・重油焚きボイラーから電気空調設備に更新に係る電気料金を検証精査し、光熱水費を抑制する。
・職員一丸となって取組むため毎月の会議において、電気･水道･コピー機等の使用量及び使用料金
の対前年､対前月比較を作成して職員に周知徹底を図る。
・省エネを効果的に行うため職員全員が毎日交代制で「エコリーダー」となり、率先して消灯、冷暖房機
の温度コントロール、各種機器の入切確認を行う。

消防本部総務課 1,080

丹波市役所の省エネの取り組み 職員によるCO2削減に向けた取組みを継続する。
各部署所管施設でのCO2削減取組みを継続する。

総務課 0

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削減

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
削減

・新施設の稼働を見据え、施設全体について必要最小限の修繕にとどめる。
・施設全般について効率的な運転を図り、施設管理経費の削減に努める。
・篠山市清掃センター運営経費削減のため、引き続き篠山市と協議する。 環境整備課 0

斎場施設管理経費の削減 斎場施設管理経費の削減 直営で出来る業務は非外注で行う。 環境政策課 0
障害福祉施設管理経費の削減 障害福祉施設管理経費の削減 照明器具の効率化の検討等を行い電気料金の削減を図る。 生活支援課 24
福祉施設管理経費の削減 福祉施設施設管理経費の削減 ・社会福祉協議会と福祉センター統廃合協議を行う。

・施設管理経費の節減を指導し、指定管理料の見直し協議を行う。
社会福祉課 3,313

産業施設管理経費の削減 管理経費の削減 市島有機センターについては、機械の日常点検や作業事故防止に心がけ、修繕費を抑制する。 農業振興課 0
【新規】農林関係施設の適正な維持
管理

安全、快適に農道を通行できる状態を維持確保する。
農林整備課 0

橋りょう管理経費の削減 橋梁長寿命化修繕計画の策定 点検に基づき926橋の長寿命化修繕計画を策定する。 管理課 0
下水道施設管理経費の削減 下水道施設管理経費の削減 不明水調査を年次計画的に実施し、処理場の負荷低減することで、処理電源量の削減に取り組む。 下水道課 0
インフラ資産の経費節減 インフラ資産の経費節減 漏水調査を実施し漏水箇所を修繕する。 工務課 0

市単独道路整備にかかる整備優先 市道の客観的評価手法の検討を行う。 建設課 0
図書館施設管理経費の削減 図書館施設管理経費の削減 ①講座講師選定の検討を行う。（図書館サポーターの活用等）

②手づくり絵本作品展、読書感想文応募記念品の見直しを行う。
③図書館利用状況データの収集・分析を行い、経常経費の削減に係る検討資料とする。
④指定管理者制度導入に係る検討も含め、今後の図書館の在り方（方向性）を検討する。
⑤図書館サポーターの養成・活用・育成を図る。

中央図書館事務局 94

美術館施設管理経費の削減 監視業務体制の見直し 監視用カメラを利用し、企画展等で比較的観覧者が少ない平日の展示監視員の削減をはかる。 植野記念美術館事務 156
美術館施設管理経費の削減 ・館蔵資料・丹波市所蔵美術品の把握と整理を行う。

・定期購読冊子等を検討する。
・企業等への協賛・団体販売の働きかけを検討する。

植野記念美術館事務
局

0

資料館施設管理経費の削減 歴史民俗資料館等管理・運営事業 歴史民俗資料館の統廃合等の検討とともに館蔵資料の統合整理を進める。 文化財課 0
ホール施設管理経費の削減 施設設備の計画的維持管理の検討 平成23年度策定の丹波市生涯学習施設整備方針を受け、計画的に施設設備の維持管理を進める。 生涯学習センター 0
住民センター管理経費の削減 住民センター維持管理経費の削減 施設保守点検業務委託について、同内容の業務で可能なものは施設単位毎の契約から、市一括や地

域一括での契約方法に変更することで経費削減を図る。
生涯学習センター 0

スポーツ施設管理経費の削減 スポーツ施設維持管理経費の削減 指定管理者制度導入に向けた検討、地元調整を行う。
施設の光熱水費を圧縮するため、化石燃料から新エネルギー利用への転換等、投資経費も含めた経
済的な方法がないか調査研究する。
施設保守点検業務委託について、同内容の業務で可能なものは施設単位毎の契約から、市一括や地
域一括での契約方法に変えることで経費削減を図る。

生涯学習センター 0

その他生涯学習施設維持管理経費の削減 その他生涯学習施設維持管理経費
の削減

①北山ふれあいセンター地元譲渡完了(H24.4.1)
②市が直接管理している施設の保守点検業務について、同内容の業務で可能なものは施設単位毎の
契約から、市一括や地域一括での契約方法に変えることで経費削減を図る。

生涯学習センター 3

駐車場施設管理経費の削減 駐車場施設管理経費の削減 ①事務の効率化を図る。
②滞納者徴収取組を強化する。

財政課 0
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実施項目名 取組名 H24目標及び取組内容 取組担当課 H24効果額

備品（公用車含む）の適正管理 備品（公用車含む）の適正管理 ①備品管理システムの登録、処分、所管換による効率的な管理を行う。
②「公用車の管理に関する基本方針」による適正配置、更新を行う。

財政課 0

【新規】経常経費の削減 ①法定点検の部内点検について実施に向け検討する（大型車：３ヵ月点検・普通車6カ月点検）
②内部規定に基づく毎日点検及び特別点検の継続実施
③エンジンオイル・オイルエレメント・各種電球・ワイパーブレード・バッテリー・冬用タイヤ交換等部内で
の実施を継続する。
④緊急車両以外については消耗品の交換の延伸を検討する。

消防課 0

物品の適正管理 物品の適正管理 共通物品の購入量等による範囲の再検討をし、消耗品費の全体経費の削減を図る。 財政課 0
住宅施設管理経費の削減 住宅施設管理経費の削減 ・長寿命化計画を策定することにより、管理戸数を見直す。

・現有住宅の長期有効活用するため、修繕計画を策定し効率運用を目指す。
都市住宅課 0

【お金】（１）費用対効果を考えた
事業の見直し 11件

診療所事業の見直し 医師に合わせた電子カルテの完成と
医療機器更新計画の策定

【電子カルテの充実】
医師との相談や、同一システムを導入している他院との情報交換などを行い、医師が使いやすい電子
カルテの完成を目指す。

国保診療所 0

職員の資質向上 【職員の資質向上】
国保診療所職員として専門的知識の更なる習得や、患者や利用者の不測の事態にも適切に対応でき
る技術習得を行う。

国保診療所 0

地域医療の積極的推進に理解のあ
る医師の確保と地域医療の推進

【医師確保のための対応】
医師招聘紹介関係機関への照会や、医師求人広告専門の求人サイトを利用するなど様々な手段によ
り情報収集を行い、医師の確保に努める。

国保診療所 0

訪問看護ステーション事業の見直し 地域の介護保険事業者に訪問看護
ステーション運営の意向確認

【民間事業者に訪問看護ステーション運営の意向確認】
青垣訪問看護ステーションの方向性を検証する必要があるため、地域内の介護保険事業者に訪問看
護ステーション運営の意向確認を行う。

国保診療所 0

訪問看護利用者の拡大 【訪問看護利用者の拡大】
訪問看護利用者を増やし、訪問看護療養収入を増加させることで一般会計からの繰入金を減少させ
る。

国保診療所 2,120

スポーツイベントの見直し マラソン大会のあり方 実行委員会の組織力の差が、事業の広域化にとって弊害となっているため、組織間の協力体制づくり
の可能性について検討する、必要に応じて団体との協議調整を実施する。

生涯学習センター 200

春のイベントのあり方 イベントの地域性廃止に向け、広域的な組織体制づくりに向け検討を行う。 生涯学習センター 0
全国高等学校女子硬式野球大会の
あり方

丹波市から発信する全国規模の大会であることから、地域性にとらわれない市域での事業実施体制を
検討する。

生涯学習センター 0

文化イベントの見直し 丹波美術大賞展と丹波市民美術展
の統合

前年度の検討結果に基づき、その具現化をはかる。
生涯学習センター 0

文化祭のあり方の検討 前年度の検討結果を踏まえ、その具現化を図り、地域密着型の方向性を示していく。 生涯学習センター 0
研修事業の見直し 研修事業の見直し １校あたりの研修会年間開催回数：10回

教育委員会主催研修会年間開催回数：96回
教育研修室の年間開催回数：150回

学校教育課 0

【お金】（２）自主財源の確保 10件

市債権の収納率の向上 市営住宅の収納率の向上 臨戸訪問による滞納家賃徴収を行う。
支払督促、住宅の明渡請求を実施する。(1件）
滞納者との話合いを行い収納計画を作成する。

都市住宅課 0

市債権・私債権の収納率の向上 ・滞納者の管理・分析を行う。
・新たな滞納の発生を抑制する。

介護保険課 0

市債権の収納率の向上 コンビニ収納の導入を検討する。
他課の状況等を把握、収納主管課と情報を共有し、滞納処分を実施するなど適正な債権管理を行う。

こども育成課 0
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実施項目名 取組名 H24目標及び取組内容 取組担当課 H24効果額

市債権の収納率の向上（市税等） ・収納対策連絡会議の継続開催（目標設定、収納管理の調整等）
・電話勧奨業務を見直す。（督促発送時からの対応）
・休日等の納税相談を充実させる。

税務課 0

住宅資金貸付償還率の向上 丹波市私債権の管理に関する条例に基づき債権管理を行う。 人権啓発センター 0
上・下水道使用料収納率の向上 私債権管理条例に基づき、徴収困難債権の処分要綱を確定する。

給水停止の解除要件を高め収納率向上を目指す。
債権ランク分け表を作成し、債権個々の情報を明確化する。

業務課 27,000

経営基盤の強化 経営基盤の強化(繰上償還の実施） 13億円の繰上償還を実施する。 財政課 111,000
宅地分譲事業 宅地分譲事業 既購入者、地元との意向調整を検討する。 都市住宅課 0
国債・公債等資金運用 国債・公債等資金運用 決済性預金残高を最低限にとどめ、有価証券・定期預金で運用する。 業務課 0
水道事業財政経営計画の策定 水道事業財政経営計画の策定 アセットマネジメントを実践する。 業務課 0

【お金】（３）受益者負担の適正化 18件

隣保館施設使用料減免・料金の見直し 隣保館使用料減免基準の見直し及
び隣保館使用料の適正化

見直し後の減免基準及び使用料を徴収する。
人権啓発センター 0

斎場使用料の見直し 斎場使用料の見直し 【動物死体について従量制の検討】
個体ごとの従量制は事務として不可能（県下でも例なし）であり、大型犬の減少傾向の中で、使用料は
統一として、料金を見直すのが現実的である。

環境政策課 0

福祉施設使用料減免・料金の見直し 福祉施設使用料減免・料金の見直し 他の公共施設と歩調を合わせた見直しを検討する。 社会福祉課 0
下水道料金の見直し 下水道料金の見直し 平成23年度からの下水道使用料を統一を継続する。 下水道課 0
水道料金の見直し 水道料金の見直し 財政計画を見直す。 業務課 0
住民センター施設使用料減免・料金見直し 住民センター施設の適切な使用料金

の設定
平成23年度でできていない内容の継続研究と、受益者負担に応じた適正な使用料金体系の検討を行
う。

生涯学習センター 0

住民センター施設使用料減免制度の
見直し

平成23年度でできていない内容の継続研究と、受益者負担に応じた適正な使用料金体系の検討を行
う。

生涯学習センター 0

スポーツ施設使用料減免・料金見直し スポーツ施設の適切な使用料金の設
定

平成23年度でできていない内容の継続研究と、受益者負担に応じた適正な使用料金体系の検討を行
う。 生涯学習センター 0

スポーツ施設使用料金減免制度の
見直し

平成23年度でできていない内容の継続研究と、受益者負担に応じた適正な使用料金体系の検討を行
う。

生涯学習センター 0

その他生涯学習施設使用料減免・料金見直し(学校施設使用料
減免・料金見直しを含む)

その他生涯学習施設の適切な使用
料金の設定

平成23年度でできていない内容の継続研究と、受益者負担に応じた適正な使用料金体系の検討を行
う。

生涯学習センター 0

その他生涯学習施設使用料金減免
制度の見直し

平成23年度でできていない内容の継続研究と、受益者負担に応じた適正な使用料金体系の検討を行
う。

生涯学習センター 0

入館・入園料の見直し 美術館入館料の見直し 使用料免除団体の活動状況等の現状・課題を検証する。
入館料設定の他市町の例の検討を行う。

植野記念美術館事務
局

0

歴史民俗資料館入館料の見直し 受益者負担に応じた適正な使用料体系の検討を行う。 文化財課 0
教育部使用料の見直し 教育部使用料の見直し 内部調整機関を設け、制度改正に向けて検討する。 こども育成課 0
ホール使用料の見直し ホール使用料の見直し 平成23年度でできていない内容の継続研究と、受益者負担に応じた適正な使用料金体系の検討を行

う。 生涯学習センター 0

ファミリーサポートセンター利用料の見直し ファミリーサポートセンター利用料の
見直し

新たな事業実施に向けての制度検討を行う。
子育て支援課 0

自動販売機使用料の見直し 自動販売機使用料の見直し 丹波市行政財産使用料徴収条例による使用料を徴収しているが、公平で有利な占用を図るよう、一定
期間単位で見積入札をする。

財政課 0

保健施設使用料減免・料金の見直し 保健施設使用料減免・料金の見直し 保健施設を公用の会議のみ貸館とし、外部団体への貸館するのか検討する。
使用料及び減免については他の公共施設と歩調を合わせたなかで、基準を検討する。

健康課 0
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実施項目名 取組名 H24目標及び取組内容 取組担当課 H24効果額

【お金】（４）補助金等の整理合理化 42件

まちづくり部(まちづくり関係)補助金の見直し 【新規】地域づくり関係交付金の見直
し

自治協議会による活動拠点施設を中心とした主体的な地域づくり活動を推進する為、地域づくり交付
金を交付する。なお、平成25年度に事業の評価・検証を行い、平成26年度に今後の交付金制度のあり
方を決定していく。

地域協働課 0

企画総務部補助金の見直し 職員自主研修グループ補助金 職員自らが課題を持って自主的に取り組む研究及び研修活動を支援し、もってグループの育成と職員
力の向上を図るため補助金を継続する。

職員課 0

生活環境部(生活関係)補助金の見直し 自主防災組織育成助成事業補助金
の拡充

・自主防災組織の育成と地域ハザードマップの作成
・自主防災組織育成助成事業の啓発

防災対策室 0

丹波市消費者協議会補助金の見直
し

・消費者協議会と消費生活サポーターとの事業連携を行う。
・支部の活動について精査する。

生活安全課 0

防火水槽設置数の普及促進 自治会に周知を行い、防火水槽の整備推進を図っていく。 生活安全課 0
生活環境部(環境関係)補助金の見直し 生活環境部(環境関係)補助金の見直

し
・それぞれの補助金について、「必要性・公益性・効果・経済性・支出根拠・使途」の精査を行う。
・浄化槽管理組合活動については、組合の自主運営業務の支援に努める。

環境整備課 0

福祉部補助金の見直し 介護保険課補助金の見直し 高齢者外出支援事業補助金について、デマンド（予約）型乗合タクシーの利用動向や、おでかけサ
ポートとの事業内容の整合性を図りながら調査・研究を行う。

介護保険課 0

障害福祉団体補助金の見直し ・障害福祉団体との協議 生活支援課 0
福祉部補助金の見直し 【社会福祉協議会補助金の検討】

社会福祉協議会補助金について、市事業との整合性及び事業効果や職員適正化計画の検証等によ
り、新たな補助基準設定に係る協議を進める。

社会福祉課 1,900

産業経済部補助金の見直し シルバー人材センター補助金の見直
し

シルバー人材センターとの協議・調整により国庫補助金に相応する額に逓減する。
新産業創造課 600

山林部地籍調査促進補助金 森林組合と協議・調整のうえ、山林部地籍調査の早期完了を目指す。 農林整備課 25,649
商工会運営補助金の見直し 商工会との協議・調整により県補助金の47％とする。 新産業創造課 11,280
丹波市土地改良区協議会等補助金
の見直し

丹波市土地改良区協議会補助金は、市内土地改良区の一元化のため必要であり継続、土地改良事
業元利償還金助成金は地元補助に係る債務負担のため平成33年度まで継続する。

農林整備課 6,962

農林業補助金の見直し 事業補助金交付要綱に基づき該当要望等に対応する。 農林整備課 0
振興基本計画に沿って効果の見込める事業を精査するとともに、補助金交付要綱を見直す。 農業振興課 0

建設部補助金の見直し 公共交通（バス）関係補助金 路線バスサービスの改善及び他の交通機関との連携を基軸に、経費削減、利用者増加に向けた取組
みについて交通事業者と検討する。

都市住宅課 0

鉄道利用推進対策補助金 ＪＲ福知山線複線化推進協議会で理解を求め、協力をお願いする。 都市住宅課 500
法定外公共物整備補助金の補助率、
限度額等の見直し

必要に応じ要綱の改正を行う。
管理課 0

街なみ環境整備事業補助金の見直し 街なみ環境整備事業（まちなみ修景助成）の国庫補助事業期間は、平成15年度から平成24年度まで
となっている。事業効果を高めるため補助終期の残り２カ年度について、出来る限り事業進捗を図り、
城下町にふさわしい修景整備の促進を図る。

都市住宅課 0

教育部補助金の見直し 【新規】ヘルメット補助金の廃止 補助金の廃止を検討する。 教育総務課 0
教育部補助金の見直し 内部調整機関を設け、制度改正に向けて検討する。 こども育成課 0

まちづくり部(社会教育・生涯学習関係)補助金の見直し まちづくり部(社会教育・生涯学習関
係)補助金の見直し

①生涯学習振興補助金の制度内容を充実するため、広く市内に募集する補助金制度をメニューに加
え、市民の生涯学習への取組を支援する。
②青少年パワーアップ事業補助金は、これまでの取り組みを総括し、優れた事例をメニュー化すること
で補助の成果が高まるよう改める。

生涯学習センター 1,744

文化団体への補助基準の検討 前年度の検証結果を踏まえ、その具現化に向けて進めていく。 生涯学習センター 0
健康部補助金の見直し 健康部補助金の見直し 柏原赤十字病院運営補助及び健診センター運営補助は平成24年度までの事業となっており、平成25

年度以降については、市内地域医療全体のあり方を踏まえて検討する。
補助金要綱に沿った活動が実施されている団体であるのか十分精査し、団体の方向性について検討
する。

健康課・地域医療課 0

企画総務部負担金の見直し ウッドクラフト展の事業見直し ・実行委員会において第三者からの協賛を募る。
・事業の実施方法等について県と協議する。

企画課 0

生活環境部(生活関係)負担金の見直し 生活環境部負担金の見直し（生活関
係負担金）

団体事業の取り組みの成果と、負担の必要性を判断して必要であれば見直しを逐次協議する。
防災対策室 0

消防団活動交付金等の見直し 丹波市消防団再編計画に基づき、必要性や妥当性等を下記時機に再検証・検討し見直す。
・平成23年度　　第１次消防団再編実施時
・平成27年度　　第２次消防団再編実施時

生活安全課 0

生活環境部(環境関係)負担金の見直し 生活環境部（環境関係）負担金の見
直し

・それぞれの負担金について、「必要性・公益性・効果・経済性・支出根拠・使途」の精査を行う。
・篠山市清掃センター運営費負担金については、山南地域のごみの取り扱いも含めて、引き続き篠山
市と運営費削減に向けて協議を行う。

環境整備課 0

産業経済部負担金の見直し 農林業負担金の見直し 組織の再編と事業実施割の減による。 農業振興課 80
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実施項目名 取組名 H24目標及び取組内容 取組担当課 H24効果額

兵庫県国土調査推進協議会負担金 専門的知識と経験が必要な業務であるから研修会等での業務習得は継続する。 農林整備課 0
建設部負担金の見直し 管理課負担金の見直し 一部の負担金について、決算書により交付団体の運営状況を把握し、必要に応じた負担額となるよう

働きかける。
管理課 0

建設部負担金の見直し（都計総務） 県下の市町村が加入しており、意見交換や研修会等の参加により情報交換等行い、事務の適正化を
図る。 都市住宅課 2

県用地対策連絡協議会負担金の見
直し

交付団体の運営状況を把握し、必要に応じた負担額であるかの確認を行う。
建設課 0

地域公共交通活性化協議会負担金 ・デマンド（予約）型乗合タクシーの啓発及び利用増進に向けた取り組みを行う。
・路線バス、鉄道、デマンドとの連携を図った利用方法の啓発。

都市住宅課 0

鉄道の日負担金と鉄道フォーラム負
担金

参加商品の見直しを行う。
都市住宅課 40

消防本部負担金の見直し 【新規】消防本部負担金の見直し 救急救命士を毎年２名養成しているが、平成24年度から３年間、県消防防災航空隊に職員１名を派遣
することから、市内の常備消防力を維持するため年１名の養成計画に変更した。

消防本部総務課 2,852

教育部負担金の見直し 教育部負担金の見直し 検討結果により削減又は廃止する。 教育総務課 0
まちづくり部(社会教育関係)負担金の見直し 社会教育関係負担金の見直し 団体への負担金は、他市等の加入状況を調査し、負担金の軽減に向けた事務レベルの調整を進め

る。組織加入の負担金は、事業執行上加盟が必要なため見直しの対象と出来ないものもあるが費用
対効果を検討しながら加入の可否を選択する。

生涯学習センター 20

財務部負担金の見直し 公有林野協議会負担金の見直し 公有林野協議会負担金について、負担の公平性や必要性を確認し、効果を検証する。 財政課 0
税務課関連協議等負担金の見直し ・目的や効果等を検証する。

・より効率的な事務の執行と公平な負担となっているかを検証する。
税務課 0

健康部負担金の見直し 健康部負担金の見直し 地域小児科医療確保対策事業負担金については、丹波医療圏域内の病院勤務小児科医師数の動向
を見ながら、必要な事業量を検討する。
それぞれの会の活動等事業報告・決算状況を十分精査する。

健康課・地域医療課 0

まちづくり部(まちづくり関係)負担金の見直し 【新規】ひょうご田舎暮らし・多自然居
住支援協議会負担金

「田舎暮らし相談所」の開設が、費用対効果の観点から単独実施することは非効率であり、引き続き協
議会に参加する。

地域協働課 0

【時間】（１）業務改善による
事務の効率化 12件

電子化による業務効率の向上 ＩＰ電話を活用した代表電話の一本化 ＩＰ電話による電話交換業務を統合する。
（未実施のＩＰ電話発信番号の統一については、電話交換機の更新時期に併せ行う。）

総務課 0

下水道集中管理システムの導入 【実施設計】
小川、谷川、和田、和田南、太田久下、和田西、南中、草部処理区
【設置工事】
柏原、氷上南処理区

下水道課 0

【新規】介護給付の適正化に向けたト
リトンモニターの導入

システムを導入することにより、需要と供給の両面から、適切なケアマネジメント、介護給付の妥当性を
チェックするなど介護保険事業運営の適正化を図る。

介護保険課 0

行政手続のオンライン化の推進 検証の結果、オンライン化の効果が見込める行政手続については、順次、システム等の構築を行い、
市民利用への周知を行う。（具体的な事務手続は未定）

総務課 0

支払通知書の見直し 紙ベースの支払通知書の送付作業を、電子通知書システムで、ホームページ上での閲覧に変更し、支
払通知書事務の軽減と郵券料の削減を図る。

会計課 272

情報システム・機器活用による業務
効率化に向けた研修会の開催

・掲示板を利用した研修会を実施する。
・「ＩＴリーダー」を設置する。

総務課 0

情報システム活用計画の策定 各年度計画に沿って事業に取り組む。 総務課 0
地理情報システム(GIS)を使った各課
台帳の一元管理

計画に準じ効率的な地籍調査業務を実施する。
農林整備課 0

電子入札の対象拡大 委託業務・物品購入に係る入札の電子化を推進する。
電子入札未登録者への登録依頼を行う。

事業監理課 140

業務実施方法の見直しによる効率化 【新規】全庁的業務改善の推進 それぞれの部署で行われている業務改善を、より効果的に全庁的に広めていけるような仕組みを取り
入れる。

企画課 0

【新規】就学時健診の集約実施 モデル地域を設定し、旧町域で集約して実施する。他の地域には23年度同様に人的支援を行う。 教育総務課 0
【新規】公的個人認証サービスに使
用する機器台数の削減

昨年度機器更新（２台）により平成２４度予算措置はしないが、利用度状況により、費用対効果の研究
を行い設置個所を検討していく。

市民課 0
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実施項目名 取組名 H24目標及び取組内容 取組担当課 H24効果額

【時間】（２）民間資金・ノウハウの活用 8件

業務実施方法の見直しによる改善 アフタースクールの外部委託 崇広アフタースクールを分割委託する。 子育て支援課 0
ごみ袋委託販売業務の見直し 検討に基づき、ごみ袋製造・保管・配送業務を委託する。 環境整備課 0
し尿汲取り受付業務の見直し 市役所・支所でも行っている、し尿汲取り申し込みを、迅速な対応の観点から、直接業者に申し込んで

いただくよう市民に案内する。
環境整備課 0

学校給食業務の民間委託 調理業務の委託業者の選定を行う。（柏原・氷上） 学校給食課 0
健康診査・健康事業の外部委託 健診体制の整っている医療機関で基本健診とがん検診のセット健診を実施する。 健康課 0
収納消し込み事務の外部委託 口座振替分の総合公金BPOサービスの利用実施する。 税務課 0
浄化槽維持管理業務の見直し 24年度に公共施設を除く51人槽以上の市直営合併浄化槽保守点検業務を民間に移行する。 環境整備課 0
水道営業関連業務の外部委託 委託による統制リスクを担保するために、業者との意見交換や協議の機会を増やし市と業者との緊張

関係を継続すること。さらに市民アンケート等による委託業務実態評価を行う。
業務課 1,160

【情報】（１）市民と行政のパートナーシップ 7件

市民ニーズの把握 ＩＴを活用した市民ニーズデータの共
有化

・データ用コンテンツの運用を行う。
・各部署での登録・活用を行う。

総務課 0

公共交通バス対策にかかる地域連
携

法律に基づく本格運行の支援を行う。
都市住宅課 400

行政懇談会の開催 当該年度の市政運営方針、事業展開等の説明の他、市民や地域と課題の共有や討議など意見交換
を通じ、市政への理解を深め、まちづくりに対して自助・共助・公助の創出を図る。

企画課 0

行政評価結果の公表 ・事務事業評価結果の公表を行う。（９月）
・議会外部評価へ評価票を提出する。（平成23年度分）
・市民外部評価を実施する。
・施策評価シートを公表する。

企画課 0

高齢化社会に対応したごみの排出と
収集方法の構築

ごみを最寄のごみステーションや施設に直接搬入できない高齢者世帯等の実態や戸別収集の需要等
を把握する。

環境整備課 0

市民満足度調査の実施 調査項目の抽出（各課へ照会）、街頭調査の実施、事務事業評価への活用を行う。 企画課 0
大学と連携した定住･地域活性化の
推進

ワークキャンプの他氷上西高との交流や成松愛宕祭り造り物への参画により地域と関わる事業を実施
する。新たに地域再生事業として教授と学生が丹波市内で活動する。 地域協働課 0

【情報】（２）インフォメーションから
インテリジェンスへ 16件

行政の戦略会議 ＩＴ戦略会議室の設置 ・市の施策の共有化
　庁議、部長会等の決定事項について、Garoonを利用した情報提供を行う。

総務課 0

庁議による政策決定 ・重要課題（前期）市長、副市長ヒアリングを行う。
・迅速に庁議を開催する。
・各部重要事項の部長会での報告を行う。
・総合計画後期基本計画の施策実現のため、庁議でサマレビューを実施する。

企画課 0

部長会の開催 毎月定例の部長会開催により、各部の課題把握と共通認識を図り、市政全般にわたる情報の共有化
を図る。 総務課 0

職員提案制度の確立 総合計画の実現に向けた、新規事業等の職員提案制度を新たに設ける。 企画課 0
積極的な情報発信 ・広報紙の充実・ホームページの充

実・報道関係者への的確な情報の提
供

・広報紙の充実(読みやすい紙面づくりと効果的な情報発信）
・ホームページの充実
　　最新情報の提供を行う。
　　掲載中コンテンツのチェック（情報更新の定期的な注意喚起
　　ホームページリニューアル
・防災行政無線のほか、新たな情報提供ツールの計画策定
・市誌編纂に向けた調査

企画課 0

指定文化財情報の発信 丹波市内の文化財を後世に良好な状態で伝えられるように保護・管理する。文化財保護審議会の開
催や歴史文化遺産の調査と活用を図る。

文化財課 0

積極的な情報発信 財政収支見通し、新公会計基準モデルによる財務書類、予算ガイド及び決算附属資料等による市民
への積極的な情報提供と説明責任を果たし、行財政改革の必要性について市民の理解を求め、安定
した財政運営に努める。

財政課 0

補助制度の有効な情報発信 地域づくりや丹波市自治基本条例の情報を広報紙やホームページなどで掲載する。 地域協働課 0
埋蔵文化財情報の発信 丹波市内の埋蔵文化財の試掘や発掘調査の実施。試掘掘調査報告書の作成。土器等の出土遺物の

整理と保管を図る。
文化財課 0
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実施項目名 取組名 H24目標及び取組内容 取組担当課 H24効果額

【新規】水道水ＰＲ活動 学校水道施設の直圧化に向けた現状調査、水道水ＰＲイベントの実施、丹波市の水を使ったペットボト
ルの製造・販売（新産業創造課とタイアップ）し、安全で良質な水道水が供給されている事を知らせる。

業務課 0

効果的な通知方法 予防接種手帳の配布 乳幼児訪問時に健診、予防接種に必要な書類一式を手渡すことにより業務量と郵便代などの軽減を
図る。

健康課 170

行政評価システムの活用 行政評価システムの活用 市民外部評価及び議会外部評価の結果を予算編成にタイムリーに活かせるように、評価実施時期の
見直しを図る。

企画課 0

市政施策の推進 シンボル指標を含め成果指標、活動指標とともに現状の把握や検証を行い施策推進を図る。 企画課 0

予算の枠配分方式の導入 予算の枠配分方式の導入 合理的かつ客観的な枠配分基準を検討する。
財政課 0

下水道事業の法適用化 地方公営企業法の適用化 移行事務手続きを行う。
下水道課 0

災害時の情報手段の充実 ひょうご防災ネット加入率の向上 自主防災訓練や各種団体の防災訓練において加入推進を図る。
防災対策室 0
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19件

実施項目名 取組名
完了
年度

取組担当課

【人】（１）市民にわかりやすい
組織・機構の見直し 7件
市役所機構の見直し 組織機構の見直し H23 総務課

社会教育部門の市長部局への移管 H23 人権啓発センター
教育委員会機構の見直し 教育委員会機構の見直し H23 こども育成課

H23 教育施設課
H23 教育総務課

社会教育部門の機構調整 H23 社会教育課・中央公民館
人権窓口の統合 H23 社会教育課・中央公民館

【人】（２）定員管理の適正化 1件
定員管理の適正化 定員管理の適正化 H23 予防課

【モノ】（１）公共施設の整理合理化 7件
産業施設の見直し（集会施設） 清住集会所の施設の譲渡 H23 農業振興課

谷川林業改善集会所の施設の譲渡 H23 農業振興課
企業研修センターの見直し 応地企業研修センターの見直し H23 新産業創造課
遊休財産の利活用（旧柏原保育所の転用） 旧柏原保育所の転用 H23 教育総務課
学校給食施設の見直し 学校給食施設の見直し H23 施設建築課
その他社会教育施設の見直し 草部子供の家の譲渡 H23 生涯学習センター
コミュニティ施設の見直し 岩戸集会施設の譲渡 H23 地域協働課

【お金】（１）費用対効果を考えた
事業の見直し 1件
効率化による事務経費の見直し 公的個人認証サービスに使用する機器台数の削減 H23 市民課

【お金】（４）補助金等の整理合理化 1件
産業経済部負担金の見直し 農林業負担金の見直し H23 農林整備課

【時間】（１）業務改善による事務の効率化 1件
産業経済部負担金の見直し 農林業負担金の見直し H23 農林整備課

【情報】（１）市民と行政のパートナーシップ 1件
市民ニーズの把握 自治基本条例の制定 H23 地域協働課

完了した取組
完了した取組数
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職員数の推移
単位：人

H16.10.31 H16.11.1 H17.4.1 H17.7.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H32.4.1

837 822 854 822 805 785 763 726 704 689 670 600

－ △ 15 32 △ 32 △ 17 △ 20 △ 22 △ 37 △ 22 △ 15 △ 19 －

－ 0 39 0 12 8 11 7 9 5 10 －

－ 15 7 32 29 28 33 44 31 20 29 －

勧奨退職者数 － － 0 31 14 15 23 32 21 13 20 －

定年退職者数 － － 3 0 2 3 4 4 6 1 5 －

普通退職者数 － － 4 1 13 10 6 8 4 6 4 －

合併直前 合併時 （注1） （注2） （注3） （注4） （注5） （注6） （注7） (注8) (注9) 目標

(注1） 氷上多可衛生事務組合職員の身分移管　　職員数（25人)

(注2） 勧奨退職の実施(平成17年6月30日付)

(注3） 勧奨退職の実施(平成18年3月31日付)、採用者のうち消防吏員5人

(注4） 勧奨退職の実施（平成19年3月31日付）、採用者のうち消防吏員4人

(注5） 勧奨退職の実施（平成20年3月31日付）、採用者のうち消防吏員4人

(注6） 勧奨退職の実施（平成21年3月31日付）、採用者のうち消防吏員2人

(注7） 勧奨退職の実施（平成22年3月31日付）、採用者のうち消防吏員2人

(注8） 勧奨退職の実施（平成23年3月31日付）、採用者のうち消防吏員1人

(注9） 見込数

資料編

区分

増減

職員数

備考

採用者数

退職者数

内訳

12



非常勤一般職員数の推移
単位：人

区分 H16.11.1 H17.4.1 H17.7.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1

職員数 384 354 349 306 373 386 398 396 407 423

増減 － △ 30 △ 5 △ 43 67 13 12 △ 2 11 16

内訳 採用者数 － 23 0 11 118 71 76 71 78 60

退職者数 － 53 5 54 51 58 64 73 67 44

備考 合併時 （注1） 　 （注２）

(注1）

(注2） 見込み数

恒常的業務については､臨時職員を非常勤一般職員に任用替えすることによる増加である。
業務増加による専門職員（定員増による保育士､受け入れ障害児増加による介助員､スクールアシスタント､制度改正による介護保険調査員等）の増員を
行っている。
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職員給与等の推移

17.4.1 18.4.1 19.4.1 20.4.1 21.4.1 22.4.1 23.4.1

※原稿作成時点で未公表

17.4.1 18.4.1 19.4.1 20.4.1 21.4.1 22.4.1 23.4.1 24.4.1

平均年齢（歳） 40.07 40.05 40.1 41.03 41.04 41.05 42.02 42.05

平均給料月額（円） 328,522 325,173 320,737 321,733 320,334 318,483 322,321 323,138

平均給与月額（円） 372,064 368,156 347,469 349,172 348,376 346,520 349,029 350,800

単位：千円

17年度(決算) 18年度(決算) 19年度(決算) 20年度(決算) 21年度(決算) 22年度(決算) 23年度(当初予算) 24年度(当初予算)

金額 3,111,902 3,011,716 2,932,157 2,842,837 2,705,191 2,586,996 2,632,203 2,578,402

増減 - △ 100,186 △79,559 △ 89,320 △ 137,646 △118,195 45,207 △53,801 53,801

丹波市 95.2

財政的効果額

○職員給料総額の推移

○職員の平均年齢・平均給料月額・平均給与月額の推移(一般会計、一般行政職、当初予算)

96.2

98.798.1

ラスパイレス指数　・・・　一般行政職に
ついて地方公共団体の職員構成が国と
同一だと仮定し、平均給料月額を比べ、
国家公務員を100とした場合の地方公
務員の給料額の水準96.8

95.7

99.8

○ラスパイレス指数※の比較

99.5

96.6 －96.2

－99.2
兵庫県下市町の平均
(神戸市を除く）

95.1
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特別職の給料（月額）の推移

定数(人) 金額 定数(人) 金額 定数(人) 金額 定数(人) 金額 定数(人) 金額 定数(人) 金額 定数(人) 金額 定数(人) 金額 定数(人) 金額

市長 1 880 1 880 1 836 1 836 1 836 1 836 1 836 1 836 1 836

助役（副市長） 2 700 2 700 2 665 2 665 1 665 1 665 1 665 1 665 1 665

収入役 1 650 1 650 1 617 1 617 廃止 －

教育長 1 630 1 630 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598

公営企業管理者 1 600 1 600 1 570 1 570 廃止 －

備考 合併時 （注1） （注2） （注3）

(注1） 平成17年6月3日条例第50号　附則改正により給料月額を平成17年7月から平成18年3月まで5％削減

(注2） 平成17年12月22日条例第89号　附則改正により給料月額変更

(注3） 地方自治法改正により、平成19年4月1日から助役が副市長となる。
平成19年3月31日をもって、収入役、公営企業管理者は廃止とする。

時間外勤務手当の推移

時間外勤務手当総額

（選挙関係予算を除いた額）

増減（前年度比）

（選挙関係予算を除いた額）

単位:千円

区分

-

-

24年度（当初予算）

173,715

(             161,144 )

△5,370

（　　　　　△1,249）

(         115,725 )

（　　　　△3,226）

23年度（当初予算）

179,085

(             162,393 )

50,321

(              46,668 )

H22.4.1 H23.4.1H21.4.1

(        114,149 )

△7,999

（　　　△6,954）

19,742

（　　　　△4,802）

単位：千円

△16,069

(        107,195 )

144,833

(         118,951 )

17年度（決算） 18年度（決算）

（　　　△2,687）

△50,624

（　　△25,895）

21,936

H18.4.1

20年度（決算） 21年度（決算）

161,778

19年度（決算）

133,090

H19.4.1 H20.4.1

111,154

(          109,882 )(            135,777 )

H16.11.1

125,091

22年度（決算）

128,764

H17.4.1 H17.7.1
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手当総額の推移

単位：千円

17年度（決算） 18年度（決算） 19年度（決算） 20年度（決算） 21年度（決算） 22年度（決算） 23年度（当初予算） 24年度（当初予算）

1,980,839 1,643,491 1,646,454 1,593,769 1,458,542 1,370,142 1,467,093 1,416,339
- △ 337,348 2,963 △ 52,685 △ 135,227 △88,400 96,951 △50,754

財政的効果額 50,754

年度 17年度 18年度～ ※財政的効果額は、164,145千円
支給率 5% 廃止

単位：円

17年度（決算） 18年度（決算） 19年度（決算） 20年度（決算） 21年度（決算） 22年度（決算） 23年度（当初予算） 24年度（当初予算）

65,000 24,000 24,000 19,000 15,000 20,000 100,000 100,000

712,000 563,500 473,500 480,000 574,500 582,500 636,000 636,000

63,000 89,000 35,000 50,000 65,000 120,000 120,000

病人

死亡人

4,080,000 3,720,000 3,544,000 3,180,000 3,120,000 3,000,000 3,000,000 2,880,000

628,000

219,387 210,195 72,630 75,204 57,942

11,058,972 11,123,844 13,138,397 11,852,905 16,310,096 10,602,397 16,898,000 9,864,000

50,000 50,000 25,000 50,000 25,000 71,000 30,000

125,000 75,000 75,000 50,000 50,000 50,000 50,000 180,000

80,000

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000

24,000 33,000 51,000 15,000 24,000 12,000 75,000 45,000

2,770,100 2,484,250 2,919,800 2,891,000 2,943,800 3,269,800 3,359,000 3,727,000

2,396,000 2,781,300 2,825,750 2,836,500 2,781,500 3,289,250 3,726,000 3,650,000

871,000 735,428 624,000 234,000

当務手当（消防）

路上教習手当

手当の名称

金額
増減

予防衛生等の業務に従事する診療所職員

学校医又は幼稚園医としてのその業務従事した職員

産業医手当

X線作業手当

○調整手当の廃止

下水管渠(きょ)内作業手当

感染症防疫作業手当

小動物死体処理作業手当

家畜死廃病傷事故作業及び損害防止作業手当

再任用短時間勤務職員の手当額の特例

行旅死亡人等取扱作業手当

○特殊勤務手当の推移　　　

清掃現場業務手当

火葬現場業務手当

休養施設業務手当（やすら樹）

診療所職員（医師）

人の死体処置に従事する職員

出動手当（消防）
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人材育成の推進

○職員研修受講者数

（注1）

65

17

184

266

22年度

53

20

237

50

23年度

23年9月実施

（注1）　自治協会は平成21年度から廃止

23年度
実施時期 人数

23年
12月

申告

異動

44
　

257

人

人

○異動希望申告

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
実施時期 人数 実施時期 人数 実施時期 人数 実施時期 実施時

期
人数 実施時期 人数

17年
6月

申告 43 人 異動 14 人
19年
1月

申告73人

異動27人

19年
12月

申告

異動

60

27人

人

人
未実施

21年
12月

申告

異動

63

23

人

人

22年
12月

申告

異動

89

29

人

人18年
2月

申告 72 人 異動 30

○人事ヒアリング

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

17年2月実施 18年9月実施 19年10月実施 21年1月実施 21年9月実施 22年8月実施

年度

研修名 17年度 18年度 19年度 20年度

受講者数（人）

23年度（見込）21年度

自治研修所研修 80 102 103 43

228

31

173

自治協会(兵庫県)研修 98 22 19 22

293 307

丹波公務能率研修 186

合計 364 335 401

211 279
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昇任選考試験受験者数

実施時期 人数

23年
1月

受験 35 人

昇任 18 人

実施時期 人数

23年
1月

受験 26 人

昇任 9 人

○管理職昇任試験

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

37 人

23年度

実施時期 人数 実施時期 人数 実施時期 人数

22年度

17年
6月

受験 48 人 昇任 13 人受験 30 人
21年
1月

人数実施時期 人数 実施時期

受験 34

昇任 12昇任 9

人
19年
1月

20年
1月

人

受験 人
22年
1月

受験 29

人 昇任 11 人 昇任 9 人

○係長昇任試験

18年
2月

受験 42 人 昇任 7 人

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
実施時期 人数 実施時期 人数 実施時期 人数 実施時期 人数 実施時期 人数

18年
2月

受験 50 人
19年
1月

受験 25 人
20年
1月

受験 32

昇任 21

21 人
22年
1月

人 昇任 14 人

人

昇任 8 人 昇任 9 人

人
21年
1月

受験

実施時期

24年
１月

23年度

実施時期

24年
１月

昇任 9 人

受験 24
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公用車保有台数一覧表

3 台 6 台 3 台台 5 台 0 台 6

時　　期※
当初所有

台数
a＋b

一般事務用 事　業　用

当初台数 a
購入等

廃車等 増減 当初台数 b
購入等

廃車等 増減
更新 新規等 更新 新規等

平成16年合併時 436 台 - 台 0 台 1 台 3 台 △ 2 台 - 台 1 台 4 台 5 台 0 台

平成17年度 434 台 - 台 3 台 0 台 12 台 △ 9 台 - 台 0 台 27 台 15 台 12 台

平成18年度 437 台 137 台 3 台 1 台 6 台 △ 2 台 300 台 11 台 1 台 44 台 △ 32 台

平成19年度 403 台 135 台 8 台 0 台 17 台 △ 9 台 268 台 3 台 40 台 11 台 32 台

平成20年度 426 台 126 台 18 台 0 台 22 台 △ 4 台

平成2１年度 424 台 122 台

台 300 台 2

17 台

台 1 台 2台 1

台 1 台2 台 302 台 18 台

124 台 4

8 台 2514 台 5 台

303 台 10 台 15台 1 台 4 台

平成25年度 445 台 128 台

台1平成22年度 427 台

－ － －317 台

台 7 台 18 台

平成23年度 446 台 125 台 14 6台 2 台 13 台 3

－

台 321 台 9 台

台

※毎年度４月１日現在の数値です。（平成16年度を除く）

台 22 台 △ 7 台

－ － － －

台 314 台0平成24年度 442 台 128 台 5
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地方債の繰上償還

※ 繰上償還の元金部分は、翌年度以降の元金償還額が不要となり公債費負担の軽減となり、利子は、繰上償還により翌年度以降の利子が発生しないことから利子相当額が効果額とな
る。

（単位：千円）

繰上償還年度
繰上償還元金

区分
年度

Ｈ18
金額

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 H23 Ｈ24～Ｈ42

17年度 元金の後年度負担影響額 1,102,930 234,809 235,116 235,849 199,996 157,538 30,550 9,072

1,102,930 利子の財政的効果額 93,242 33,145 25,572 17,963 10,694 4,759 924 184

18年度 元金の後年度負担影響額 2,601,723 26,113 587,966 469,319 410,731 334,994 252,381 520,219

2,601,723 利子の財政的効果額 179,555 3,749 51,276 39,501 30,091 21,732 14,947 18,260

　　19年度 元金の後年度負担影響額 1,059,498 35,707 119,828 99,750 98,808 92,757 612,648

1,059,498 利子の財政的効果額 153,566 4,846 22,830 19,324 16,635 14,145 75,786

　　20年度 元金の後年度負担影響額 1,247,609 60,878 120,308 96,540 83,345 886,538

1,247,609 利子の財政的効果額 207,622 12,219 30,248 25,827 22,912 116,416

　　21年度 元金の後年度負担影響額 1,607,400 63,718 200,355 195,246 1,148,081

1,607,400 利子の財政的効果額 222,759 9,377 36,717 132,010

　　23年度 元金の後年度負担影響額 2,242,362

2,378,874

44,655

27,420

158,139 2,084,223

141,028 160,141

26,910 215,061

804,038

894,503 986,021 928,713 7,425,574

利子計 1,416,042 92,513 99,734

元金計 12,240,396 885,874

36,894 81,694
合計

　　22年度 元金の後年度負担影響額 2,378,874

260,922 858,789

2,242,362 利子の財政的効果額

利子の財政的効果額 317,327

241,971

43,586 246,321

97,786 116,295 2,164,793
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施設管理主体の移行

３月３１日現在、管理主体が移行した施設

施　設　名

指定管理者（公募）
ゆりやまスカイパーク、薬草薬樹公園（山南薬草等農産物直売施設・山南農産物処理加工及び実習施設）、市営駐車場（9箇所）

指定管理者（特例）

あおがき農産物等加工直販施設、道の駅丹波おばあちゃんの里、交流会館かどのの郷、石生第１公園、石生第２公園、西中東公園、西中西公園、
西中南公園、西中北東公園、西中北西公園、市島総合研修センター、さんなん観光案内所、今出川親水公園（直販加工施設「今出せせらぎ園」）、
ふれあい交流施設（ふれあい交流施設多目的広場）、ウッディプラザ山の駅、丹丘荘、多自然居住交流施設「神楽の郷交流センター」、道の駅あおが
き直販加工施設、とれとれ市農産物直売施設「ひかみ四季菜館」、青垣木工センター、山の家神池寺会館、丹波悠遊の森、大杉ダム自然公園、柏原
福祉センター「木の根センター」、青垣福祉交流センター、春日福祉センター「ハートフルかすが」、山南福祉施センター「さんなん荘」、氷上健康福祉
センター、老人福祉センター「ふなき荘」、老人福祉センター「春日部荘」、北山ふれあいセンター、上久下地域づくりセンター、小川地域づくりセン
ター、春日農村環境改善センター、青垣パラグライダー練習場、南保健福祉会館、氷上パーキングエリア道路サービス施設「丹波いっぷく茶屋」、谷
川パターゴルフ場、老人福祉センター「三尾荘」、農村交流施設「稲土市民農園休憩施設」、青垣農村滞在施設｢棉ばたけ」、徳畑交流施設、和田地
域づくりセンター、休養施設「やすら樹」、氷上北地区交流施設、農村交流施設「笛路地区交流施設」、障害者地域活動支援センター、生郷交流会館
【3月定例会(議会)に提案予定の施設】南保健福祉会館（更新）、市島総合研修センター（更新）、上久下地域づくりセンター（更新）、小川地域づくり
センター（更新）、和田地域づくりセンター（更新）、青垣パラグライダー練習場（更新）

氷上林間広場、国領多目的広場、見長ふれあい広場、友政グランドゴルフ場

譲渡

大稗集会所、上三井庄公民館、谷川コミュニティセンター、竹田コミュニティセンター、前山コミュニティセンター、鴨庄コミュニティセンター、美和コミュ
ニティセンター、竹田老人ふれあいセンター、くらべふれあいセンター、下三井庄コミュニティセンター（譲渡先地元調整中）、高橋公園、西谷生活改
善センター、梶生活改善センター、上滝集会センター、上成松多目的活動促進施設、谷村多目的活動促進施設、稲畑農村集落多目的共同利用施
設、朝阪農林漁家・婦人活動促進施設、上新庄農林漁家・婦人活動促進施設、下新庄高齢者活動・生活支援促進機会施設、和田上町広報研修セ
ンター、和田下町広報研修センター、中農産物出荷貯蔵施設、山南むらづくりセンター、氷上工業団地第１公園、下町沖田コミュニティセンター、長野
会館、大谷会館、金倉会館、北和田会館、小野集会所施設、草部子供の家、応地企業研修センター、清住集会所施設、谷川林業改善集会所、岩戸
集会施設
【3月定例会(議会)に提案予定の施設】北山ふれあいセンター（指定管理→譲渡）、老人福祉センター「ふなき荘」（指定管理→譲渡）、老人福祉セン
ター「春日部荘」（指定管理→譲渡）

廃止

老人福祉センター柏原大手会館、青垣斎場、山南環境クリーンセンター、春日不燃物投棄所、氷上西地区コミュニティセンター、手づくり木工芸施
設、柏原大ホール、西山公園、健康福祉公園、和田下町ミニ公園、こばと保育園、ながの保育園、吉見幼稚園、北幼稚園、上久下幼稚園、久下幼稚
園、小川幼稚園、大路幼稚園、青垣幼稚園（左記9園は認定子ども園移行による廃園）、山南太田不燃物投棄所、福祉センター「いちじま荘」、久下地
区公民館、和田出張所、春日テニスコート、青垣いこいの広場、青垣福祉公園、柏原駅前西駐車場

民営化 春日自動車教習所

直営（市営） 市島企業研修センター

廃止 市島企業研修センター

方向性の検討
有機センター、地方卸売市場、はちまん広場、山南Ｂ＆Ｇ海洋センター（プール）、春日総合運動公園、青垣総合運動公園、スポーツピアいちじま、三
ツ塚ふれあいセンター愛育館、三ツ塚テニスコート、氷上総合グラウンド、山南中央公園

4月1日以降、管理主体を移行に向け着手する施設

施　設　名

指定管理者

譲渡
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