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１．本審議会の設置と審議の経過  

少子高齢化や高度情報化、市民ニーズの高度化・多様化、さらには地

域主権改革の動きなど、社会経済情勢は大きく変化しており、八幡市の

行財政を取り巻く環境は極めて厳しいものがある。市では、これまでも

積極的に行財政改革に取り組んできているが、その進捗状況等について

は市民の厳しい視線も向けられている。市はこれらの状況を改めて認識

した上、簡素で効率的・効果的な行財政運営に向けた新たな改革を進め

る必要がある。このような状況の中、八幡市行財政検討審議会は、平成

２２年５月３１日に１０人の委員の構成で発足し、明田八幡市長から「第

５次行財政改革の基本方針について」の諮問を受けた。  

諮問の内容は、  

１．給与及び定員管理の適正化  

２．施設の管理運営のあり方  

３．市民協働の推進  

４．事務事業の見直し  

５．歳入確保の方策 以上５項目である。  

９回にわたる審議会を開催し、各委員の活発な議論を行い、精力的な

検討を重ねてきた。これまでの審議の結果を踏まえ、第５次行財政改革

の基本方針について答申する。  

 

２．行財政の現状と課題  

（１）厳しい財政状況と健全化への取組 

八幡市の財政状況は、平成２１年度の決算状況を見ると、歳入につい

ては、急激な経済の落ち込みによる雇用調整や、市内法人事業所の業績

悪化等により、市税収入は平成２０年度より約４億８５００万円（約４．

８パーセント）の大幅な減収となっている。  

一方、歳出では、生活弱者の増加や高齢化社会の進展による社会保障

関係経費、国民健康保険特別会計などへの繰出金の経費が増加傾向にあ

るなど、依然として財政構造の硬直化がみられる。  
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第４次行財政改革実施計画の取組により、財政構造の弾力性を示す経

常収支比率は、平成２０年度の９９．６パーセントから平成２１年度は

９８．８パーセントとなり、０．８ポイント改善した。しかし、平成２

１年度の府内平均と比べると５．６ポイント高く、第４次八幡市総合計

画における目標値である９５パーセント以下を早期に実現する必要があ

る。  

平成２２年度の市税収入見込みは、引き続き景気の低迷を主な要因と

して、当初予算と比較して約３億円の大幅な減収が見込まれている。歳

出では、一般財源ベースで義務的経費である扶助費約１億３０００万円、

国民健康保険特別会計などへの繰出金約１５００万円が当初予算より増

加することが見込まれる。  

平成２３年度の財政見通しについて、歳入予算の根幹をなす市税収入

は、景気回復の遅れなどから平成２２年度より落ち込みが予測される。

歳出では、期末勤勉手当の引き下げなどにより人件費の減少が見込まれ

るものの、少子高齢化の急激な進行の中で拡大する福祉需要への対応や、

安全・安心の確保、教育環境の充実、都市基盤整備の推進など、山積し

ている行政課題への財源を確保する必要がある。さらには、地域主権改

革により、基礎自治体として市民に直接かかわる業務量の増加が見込ま

れるなど、本市の財政を取り巻く状況は、今まで以上に厳しいものと想

定される。  

これまで市では、財政健全化の取組として、職員数の削減及び給料表

の改定、期末勤勉手当の削減、地域手当の６パーセント引き下げを行い、

その結果、退職手当を除きこの５年間で人件費総額は約１６パーセント

減少している。また、小学校の統廃合による３校閉校や保育園の民営化、

職員互助会補助金の削減などに取り組んできた。歳入確保においては、

広告料収入の拡大や未収金対策の推進に取り組んできた。この結果、平

成１９年度から平成２１年度を期間とする第４次行財政改革実施計画に

おいて、約１１億円の効果額を達成しているが、引き続き財政健全化の

取組が必要である。  
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（２）地域主権改革の下での行政運営 

平成２１年８月の政権交代以降、国が地方に優越する中央集権体制か

ら脱却し、国と地方が対等の立場で対話できる関係への転換をめざした、

地域主権改革の取組が進められている。 

地域主権改革とは、福祉や教育、まちづくりなど住民に身近な行政は

基礎自治体が自主的に担うとともに、地域住民が自らの判断と責任にお

いて地域の諸課題に取り組むことを可能にするための改革であるとされ

ている。 

以上の考えに基づき、全国一律の基準から各地域の実情に応じた基準

を認めるための義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大、また、

これまで都道府県が行ってきた事務の一部を市町村へ移行させる権限移

譲を行うこととされている。 

今後の行政運営においては、人件費総額の削減を行いつつ、権限移譲

による事務の拡大へも対応できるよう財政運営の弾力性を高める必要が

ある。 

（３）市の将来像の実現と市民ニーズへの対応 

平成１９年度から第４次八幡市総合計画がスタートしている。「自然

と歴史文化が調和し人が輝くやすらぎの生活都市～自立と協働による個

性あふれるまちづくり～」を将来都市像とし、  

（１）人権を大切にし、みんなが力をあわせてまちづくりを進めるまち

（２）次代を担う人づくりを進め、文化芸術を守り育てるまち  

（３）豊かな自然を守り、循環型の社会づくりを進めるまち  

（４）だれもが明るく元気に暮らせるまち  

（５）人がつどい、活力あふれるまち  

（６）安心して暮らせる安全で快適なまち  

（７）計画の実現に向けた取組や体制の強化  

以上７点のまちづくりの基本目標が示されている。  

厳しい財政状況にあっても、複雑多様化する市民ニーズに、的確に対

応し、誰もが住んで良かったといえるまちづくりを進めていくことが求
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められるが、まちづくりの基本目標を達成するためには、施策の優先性

の市民合意が必要と考える。  

 

３．行財政改革の基本的な考え方  

 地方公共団体の責務である住民福祉の増進と第４次八幡市総合計画に

おける重点取組を推進し、行財政の持続性を高めるためには、既存事務

事業全般にわたって徹底した見直しを行うとともに、市民ニーズに的確

に対応する組織の弾力的運用による人件費総額のさらなる削減を行いつ

つ、既存財源の確実な確保と新たな歳入確保に取り組む必要がある。  

このためには、市の責任において担うべき業務と民間に委ねる業務を

明確に区分し、対応していくことや、市民自らが積極的にまちづくりに

参画する協働による取組が求められている。  

 

４．諮問事項別方策  

（１）定員管理及び給与の適正化 

① 定員管理の適正化 

 人件費は、行政サービスを提供する原資であり、単に比率だけで論ず

るものではないが、行政サービスのあり方及び行政と民間の役割分担を

さらに明確にする中で、職員定数を適正化する必要がある。  

 市では、平成１７年４月１日時点での職員数６５４人を、平成２２年

４月１日に５９９人にする定員適正化計画に取り組んできた。この間、

職員数を削減する一方で、嘱託員を雇用することにより、複雑多様化す

る市民ニーズに応えてきた。  

今後、地域主権改革の推進による権限移譲により、さらに事務量の増

加が見込まれる状況にあるが、各種事務事業の見直しにより、職員・嘱

託員数の削減を図られたい。  

特に、地域経済の活性化を図り、新たな雇用を創設するためにも、ご

み収集業務など民間事業所が業として行っている業務については、雇用

されている者の労働条件やサービスの質の低下を招かないように留意し
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つつ、可能な限り民間委託化を推進することにより、職員定数を抑制さ

れたい。  

なお、業務種類ごとに、具体的数値目標を掲げた職員配置計画を策定

し、取り組まれたい。  

② 給与の適正化  

市では、この５年間、給料表の改定をはじめとして、期末勤勉手当の

削減、地域手当の９パーセントから３パーセントへの改定、住居手当の

持家分廃止、通勤手当の改定を行い給与適正化に取り組んできた。  

勤続２５年職員の給料、地域手当、期末勤勉手当の年間支給額は、平

成１１年度には約８１７万円であったが、平成２２年度には約１６パー

セント減の約６８８万円となっている。さらに本年度の人事院勧告によ

り、給与の減額改定が実施されたが、以下の項目については、国基準と

へだたりがみられるため、引き続き、早急に取り組まれたい。  

○「わたり」の是正  

 地方自治法では、職員の給与は、その職務と責任に応ずると規定され

ている。しかしながら、本市では、５級で課長補佐、係長、主任が、４

級で係長、主査等が同一級となっており、法の規定とへだたりが見られ、

「わたり」と言われる状況にある。  

給料表の級の適用にあたって、級ごとの役職を明確にし、「わたり」

を早期に是正されたい。  

○技能労務職給料表の設定  

これまで府内全市においては、国の技能労務職給料表を使用せず、一  

般行政職給料表を使用している現状にある。本市においても、国の技能

労務職給料表を設定せず、一般行政職給料表を使用してきた。  

 しかしながら、民間での同一職種給料がベースとなっている国の技能

労務職給料表を上回る水準となっている現状を改め、技能労務職給料表

を設定されたい。  

○特別職等報酬の見直し  

 市では、人件費の削減のため、職員給与等の見直しを行ってきたが、
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行財政の現状と今後の見通しに鑑み、特別職等の報酬の見直しにも取り

組まれたい。  

（２）施設の管理運営のあり方 

市では、昭和５２年１１月の市制施行を機に制定された「八幡市基本

構想」に基づき１０万人都市をめざした都市基盤整備を進めてきた。し

かし、バブル経済の崩壊による不況の長期化や少子化の進行、また、地

域間競争の強まりなどにより、平成１８年に策定された第４次八幡市総

合計画においては、計画人口を約７万６千人程度に設定している。 

この間施設の統廃合を行い、他の用途への転用を進めてきている。幼

稚園は、昭和５６年４月時点で１０園であったが、廃園・統合により平

成２２年４月時点では６園となっている。保育園では昭和６２年４月時

点で１０園であったが、廃園・統合・民営化により平成２２年４月時点

では６園となっている（幼稚園・保育園６園の内１園は合同園）。小学

校では、平成１４年４月時点で１１校であったが、統合により平成２２

年４月時点では８校となっている。  

施設の管理運営においては、平成１５年４月から公の施設の管理につ

いて、指定管理者制度が導入された。平成２２年４月時点で４指定管理

者が文化センターや市民体育館などを管理している。  

 施設の統廃合については、この間進められてきているが、引き続き各

地域の配置状況を考慮した少子高齢化時代の変化や今後のまちづくりに

対応した合理的かつ効果的な公共施設再配置計画を策定されたい。 

なお、閉校となった旧八幡第四小学校、旧八幡第五小学校の活用方策

については、市民の合意形成を図りつつ、早期に決定していく必要があ

るが、男山団地の集約化計画と併せて議論を進められたい。また、税収

や雇用の増加など地元経済の活性化につながる方策についても検討された

い。 

施設の管理運営にあたっては、管理運営経費の削減、サービスの向上

を目的として導入された指定管理者制度による管理運営が有効と考えら

れる施設の検討を継続されたい。 
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また、指定管理者の更新に際して、雇用されている職員の継続雇用を

条件とすることにより、契約方法の変更ができないかについても検討さ

れたい。 

（３）市民協働の推進 

市では、平成８年に３７の自治会等で自治連合会がスタートし、現在

９の地区連合会及び４９の自治会等で構成されている。通学路での安全

見守り活動等による安全安心のまちづくりの取組、公園等の清掃活動に

よる美しいまちづくり運動の推進、敬老の集い開催等による地域住民交

流活動の促進が図られている。さらに、自主防災推進協議会や学区福祉

委員会が組織され、市民による自治活動が展開されている状況にある。  

また、市民の声を市政へ反映させる取組として、やわたご意見たまて

箱（市民の声）や出前講座が実施されている。この他、市政への市民参

画を進める取組として、審議会委員への市民公募委員選任や審議会公開、

各種計画策定時におけるパブリックコメントの募集が行われている。  

第４次八幡市総合計画において、市民・ＮＰＯ・事業者に期待される

取組が明記されており、市民協働を市政の柱にしている。 

市民協働の取組を推進していく上で、コミュニティ政策の確立と多様

な団体のネットワークをつくっていく仕組みづくりが必要となる。 

行政内部での取組の基礎となる市民協働推進指針の策定を早急に行

い、市の組織体制の確立へ着手し、市民協働推進条例の策定につながれ

たい。 

（４）事務事業の見直し 

 市では、第４次行財政改革実施計画において、市長・議長等の交際費

の見直しなど事務事業の整理合理化に取り組んできた。補助金の整理合

理化では、職員互助会補助金の削減、シルバー人材センター人件費補助

金の廃止をはじめ３年間で１７件の見直しを行った。民間委託の推進で

は、保育園１園の民営化を行い、また、ごみ収集業務において、民間委

託範囲の拡大に取り組んでいる。 

 第４次八幡市総合計画における第４次実施計画では、３６８件の事業
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が掲載されている。各々の事務事業が時代の変化に見合った施策となっ

ているのか、常に点検することが求められる。職員総参加のもとで、事

務事業の見直しに取り組まれたい。また、事務事業の目的を達成した予

算で残額が生じたものについては、以後の執行を停止し、予算を減額し

て翌年度以降の財源とすることを徹底されたい。 

補助金は、第４次八幡市総合計画に位置付けられている施策を実現す

るために、特定の事業、活動、研究等に対して助成するものである。補

助対象事業は、多くの市民に寄与する公共性、公益性を有しているもの

か見極める必要がある。また、諸団体の育成・活動の奨励に対する補助

については、数年間の補助により所期の目的が達成されていないか、運

営費補助が継続されていないか点検する必要がある。見直し基準を設け、

点検を行い適正化を図られたい。 

民間委託の推進では、民間事業所が業として行っている業務を中心に、

費用対効果が見込まれるものについて、さらなる委託化を検討されたい。 

（５）歳入確保の方策 

 市では、歳入確保の方策として、受益者負担の観点からの適正な使用

料への改定、自主財源確保の観点からの広告料収入の拡大、公平公正の

観点からの未収金対策の推進に取り組んでいる。  

使用料では、公営住宅の駐車場料金の平成１９年度からの段階的改定

を行い、平成２２年度に放課後児童健全育成施設使用料が改定された。  

広告料収入の拡大では、平成２０年度にごみ収集車、平成２１年度に

コミュニティバス、ホームページ、平成２２年度に公用車への広告掲載

を開始した。また、平成２２年度に官民協働事業として「やわた辞典」

の発行を行った。  

未収金対策の推進では、第４次行財政改革実施計画において、市税を

はじめ１１項目全体で、約１億２４００万円の効果額を設定して取り組

んだが、約８３００万円（達成率６７パーセント）の実績にとどまって

いる。また、各種使用料等の平成２１年度末滞納総額は、２５億円以上

にのぼり、財政悪化の一因となっている。  
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 歳入確保においては、今後なによりも、未収金対策推進に力を注ぐ必

要がある。特に、国民健康保険料は約１２億円の滞納額があり、国民健

康保険特別会計への一般会計からの繰出が行われていること、徴収率の

低さにより国からの財政調整交付金が減額されていること、繰上充用に

よる決算が継続しているという課題を有している。また、市町村国保の

都道府県単位での一元化に向けた方向性のもとで、京都地方税機構への

参加が促進される中で、移行時の滞納額が課題となり、早急な改善が必

要である。  

 以上の課題を十分認識し、徴収率の大幅な向上に向け、従前取組の継

続にとどまらず、払える資力があるのに払わない悪質滞納者への差し押

さえの実施など新規取組の方策検討を行われたい。また、必要に応じて

体制の充実を図られたい。  

 また、歳入予算に大きなウエイトを占める市税収入は、毎年落ち込み

が続いており、有効な手立てを講じる必要がある。優良企業の誘致に向

けた基盤整備に取り組み、雇用の拡大と市民税・固定資産税の増収に結

び付けられたい。  

 

５．むすびに  

当審議会は、行財政の現状とこれまでの取組を総合的に検討・審議を

行った。市は昭和６１年度の第１次行財政改革から今日まで多くの行財

政改革に取り組み、その結果、一定の成果がみられている。しかし、地

域主権改革の動きなど、社会経済情勢が大きく変化する中で、将来のま

ちづくりを確かなものにするため、引き続き行財政改革の歩みを確実に

行っていく必要がある。  

この答申を実効性のあるものとするため、数値目標や効果額を明記し

た実施計画を早期に策定されるよう求める。また、わかりやすく、具体

的な内容で公表することにより、市民や各関係団体等の協力を得て、ま

た、市議会における活発な議論を通して、行財政改革を着実に進められ

ることを期待する。計画の実施に際しては、計画策定（Ｐ）、実行（Ｄ）、
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評価（Ｃ）、改善（Ａ）のサイクルに基づき、事務事業の進行管理を徹底

することにより、計画が確実に達成されるよう取り組まれたい。加えて、

第三者機関である行財政改革検討懇談会を継続して設置し、各年度の取

組について審議を行い、広報紙においてその結果を市民に公表されたい。 

自立と協働による個性あふれるまちづくりを進めるために、市長のリ

ーダーシップのもと全職員が一丸となり、第５次行財政改革が断行され

ることを強く要請する。  
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＜順　不　同＞

区分 氏　名 備　考

会長 澤井　勝　 学識経験者：奈良女子大学名誉教授
八幡市行財政改革検討懇談会会長

副会長 石野　喜幸 行政関係：公平委員

〃 大髙　友紀 学識経験者：税理士

委員 伊藤　和雄 行政関係：元高槻市職員
八幡市行財政改革検討懇談会委員

〃 岡島　権治 市民公募

〃 尾崎　正顯 市民公募

〃 河村　政夫 民間企業：京都銀行八幡中央支店長　

〃 浜田　保　 市民公募

〃 藤下　昭　 市民公募

〃 森井　光男 行政関係：元八幡市職員
八幡市行財政改革検討懇談会委員

八幡市行財政検討審議会委員名簿

2



開催年月日等 審　議　内　容

・会長・副会長選出

・「第５次行財政改革の基本方針について」を諮問

・審議会の公開について　　・財政状況　

・行財政改革取組状況

・給与及び定員管理の適正化
　　給与適正化、職員数削減の取組
　　「わたり」の適正化

・給与及び定員管理の適正化
　　退職手当及び退職手当債
　　技能労務職給料表の設定
　　定員管理の適正化

・事務事業の見直し

・歳入確保の方策

・中間答申（案）作成

・施設の管理運営のあり方

・市民協働の推進

平成23年2月2日 ・最終答申

平成22年9月17日 ・中間答申

平成22年12月1日～
平成22年12月15日 ・パブリックコメント(市民からの意見)の募集

第９回 平成23年1月17日 ・パブリックコメントの検討
・最終答申作成

第７回 平成22年11月5日 ・最終答申（案）作成

第８回 平成22年11月12日 ・最終答申（案）審議

第４回 平成22年8月31日

第５回 平成22年9月6日 ・中間答申（案）審議

第６回 平成22年10月8日

八幡市行財政検討審議会審議経過

第１回 平成22年5月31日

第２回 平成22年6月30日

第３回 平成22年7月29日

3
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財政用語等の説明  

○経常収支比率  

 人件費、扶助費、公債費等の義務的性格の経常経費に、地方税、

地方交付税、地方譲与税を中心とする経常一般財源収入がどの程

度充当されているかをみることにより、当該団体の財政構造の弾

力性を判断するための指標です。平成２１年度の府内平均値は９

３．２％となっています。 

○国民健康保険財政調整交付金  

医療費の水準の違いなどにより市町村間で生じる財政力の不均

衡を調整するために、国及び都道府県が交付するものです。 

○繰上充用 

会計年度経過後、その当該会計年度の歳入が歳出に対して不足

する場合に，翌年度の歳入を繰り上げて，当該年度に充てること

をいいます。 

○ＰＤＣＡサイクル 

 行政の取組を実行するのにあたり、「計画をたて（Ｐlan）、実行

し（Ｄo）、その評価（Ｃheck）に基づいて改善（Ａction）を行う」

という工程を継続的に繰り返す仕組みです。 

 



※効果額は、それぞれの計画時の積算根拠による。

計画 期間 計画骨子 効果額 主な実施内容

1
次

昭和60年12月
答申

昭和61年3月
八幡市行財政
改善の基本方
針

昭和61年度
～

①事務事業の見直し
②組織機構の見直し
③給与の適正化
④定員管理の適正化
⑤事務改善の推進
⑥行政責任の明確化

未集計 職員人件費削減（初任給基準引き下げ、昇給６月延
伸３回）

①保育園・幼稚園の再編－平成９年度：保９園→７
園・幼10園→６園

②同和対策事業の見直し－平成９年度～88事業の内
75項目の見直し

③行政連絡員制度廃止－平成９年度：52,843千円

④団体補助金一律削減－平成７年度：77団体10%
カット10,500千円

⑤職員人件費削減－初任給基準引き下げ、昇給６月
延伸２回、手当削減

⑥水道料金改定－平成７年度6.8%、平成10年度
14.9%改定

①下水道使用料改定－198,600千円

②時間外勤務手当の削減－15,000千円

③団体補助金の見直し－15,100千円

①職員人件費削減－一般職3％カット、管理職5％
カット等、41,905千円

②未収金対策の強化－10,000千円（市税）

①職員人件費削減－給料カット101,000千円、退職
不補充220,000千円

②団体補助金の見直し－45,000千円

③使用料改定－保育料11,000千円、住宅使用料
5,000千円

①職員人件費削減－退職不補充191,332千円

②補助金見直し－高齢者バス運賃助成27,200千円他
計44,939千円

③事務事業の整理合理化－税報奨金制度廃止24,100
千円他108,334千円

①職員人件費削減　503,700千円

②未収金対策推進　123,157千円

③民営化推進　52,079千円

④公債費繰上償還・借換　269,212千円

①事業の見直し　67,369千円

②事務の見直し　2,092千円

③歳入確保　37,010千円

④給与・人件関係　233,444千円

5
次

平成22年度答
申予定

平成23年度
～

独自
平成22年3月
行財政改革取
組計画

平成22年度
予算編成に
向けて

①ゼロベースでの既存事業の徹底的見直し
②ゼロ予算事業の推進
③事業費コストの見直し

計画額
339,915千円

4
次

平成18年12月
答申

平成19年3月
第４次行財政
改革実施計画

平成19年度
～平成21年
度

①行政の担うべき役割の重点化
②行政ニーズへの迅速かつ的確な対応を可
能とする組織
③定員管理及び給与の適正化等
④自主性・自立性の高い財政運営の確保
⑤公正の確保と透明性の向上

計画額
1,021,034千円

職員人件費削減－退職不補充110,207千円

独自
平成17年7月
事務事業削減
等計画

平成18年度
予算編成に
向けて

①徹底した内部努力
②施策・行政水準の見直し
③簡素で効率的な財政システムの構築
④積極的な財源確保

899,707千円

3
次

平成14年8月
答申

平成15年3月
第３次行財政
改革実施計画

平成15年度
～平成18年
度

①施設の管理運営のあり方
②健全な行財政の確立
③新たな財源確保の方策
④市民と協働による市政の推進

未集計

独自
平成14年6月
緊急財政健全
化計画

平成14年度
の取組

①補助金の再構築
②人件費の削減
③経常経費の削減
　　　　　　　　　　　等

57,240千円

平成15年度
予算編成に
向けて

817,000千円

3
次

平成13年11月
「緊急提言」
答申

平成14年1月
「緊急提言」
に基づく取組
計画

平成14年度
①歳入の対策
②給与の適正化
③事務事業の見直し

267,100千円

八幡市におけるこれまでの行財政改革の取組

審議会答申

2
次

平成６年11月
第１次答申

平成7年10月
行財政検討審
議会最終答申
に基づく具体
的な取り組み
方針

平成7年度
～平成13年
度

①補助金・使用料の見直し
②組織人員と給与の適正化
③保育所等の効率的運営
④事務改善の推進
⑤行政責任の明確化

1,001,000千円

平成７年６月
答申

①事務事業の見直し
②組織人員等と給与の適正化
③施設・財産の適正な運営
④効率的な行政事務の推進
⑤豊かな市民生活の充実

  5


