


第７次行財政改革の基本方針について

答申

平成３０年１０月２５日

八幡市行財政検討審議会



目   次

１．本審議会の設置と審議の経過・・・・・・・・・・・・・・・１

２．行財政の現状と課題と今後のまちづくりについて・・・・・・１

（１）本市の財政状況の現状と今後の見通し・・・・・・・・・・１

（２）まちづくりの将来像の実現について・・・・・・・・・・・２

３．行財政改革の基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・３

４．諮問事項別方策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

（１）持続可能な行財政構造の確立・・・・・・・・・・・・・・３

①自主財源の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

②歳出の抑制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

（２）多様な担い手による行政サービスの提供・・・・・・・・・６

（３）効率的・効果的な市民サービスの提供・・・・・・・・・・７

５．むすびに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９



1 

１．本審議会の設置と審議の経過 

平成 29 年度に作成された八幡市の中期財政見通し「平成 29 年度八幡

市財政ナビゲーション」では、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少な

どの影響から、歳入の根幹である個人市民税の増収が期待できない状況

にある一方で、社会保障関係経費等の義務的経費や公共・公用施設の耐

震化・老朽対策に係る事業費、さらに今後数年間の新庁舎建設に係る経

費などの歳出の増加が見込まれております。  

このことから市の財政運営は、これまでにも増して歳入歳出のバラン

スを維持していくことが難しい状況にあります。しかしながら、このよ

うな状況においても、八幡市が目指すべき将来都市像を定めた第５次八

幡市総合計画を着実に推進していくために、将来を見据え、将来世代に

負担を強いることがないよう、持続可能で健全な行財政運営の推進を図

る必要があります。  

以上の背景の下、八幡市行財政検討審議会は、平成 30 年５月 31 日に

委員 10 人で発足し、堀口市長から「第７次行財政改革の基本方針につ

いて」の諮問を受けました。本審議会は、諮問事項に基づき、計５回の

会議を開催して議論してまいりました。その審議結果をここに答申しま

す。  

２．行財政の現状と課題と今後のまちづくりについて 

（１）本市の財政状況の現状と今後の見通し 

八幡市では、これまで６次にわたる行財政改革を実施し、持続可能な

行財政運営に取り組まれてきました。しかしながら、全国的に進む人口

減少・少子高齢化や首都圏への人口流出などの影響を受け、八幡市の人

口は平成５年度をピークに減少し、特に生産年齢人口の減少は歳入の根

幹である個人市民税収入に影響を及ぼしており、今後の増収が期待でき

ない状況となっています。  

これに加えて、八幡市は昭和 50 年代に大阪・京都の生活都市として
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全国屈指の人口急増を経験しており、急激な高齢化による社会保障関係

経費の増大や人口急増時に整備された公共・公用施設の老朽化対策など

に直面しています。  

また、平成 22 年度の東日本大震災、平成 28 年度の熊本地震、本市に

も多くの被害をもたらした平成 30 年６月 18 日の大阪北部を震源地とす

る地震、さらには豪雨による山崩れや洪水など、自然災害への対策も急

務となっています。特に庁舎をはじめとする災害時に拠点となる公共・

公用施設の耐震化には早急に取り組まなければなりません。  

このように、今後の市の財政運営は、歳入と歳出のバランスを維持す

ることがより一層厳しくなると考えられます。  

（２）まちづくりの将来像の実現について 

平成 30 年度から第５次八幡市総合計画がスタートしています。この

計画では、「みんなで創って好きになる 健やかで心豊かに暮らせるま

ち  ～ 住 ん で よ し 、 訪 れ て よ し  Smart Wellness City, Smart 

Welcoming City Yawata～」を将来都市像とし、  

（１）ともに支え合う「共生のまち やわた」  

（２）子どもが輝く「未来のまち やわた」  

（３）誰もが「健康」で「幸せ」な「健幸のまち やわた」  

（４）自然と歴史と文化が織りなす「観幸のまち やわた」  

（５）しなやかに発展する「活力のまち やわた」  

（６）持続可能な「安心・安全のまち やわた」  

以上６点のまちづくりの基本目標が示されています。  

人口減少・少子高齢化社会の中にあって、地域の活力を維持しながら、

「住みたい、住み続けたい」魅力あるまちにしていくためには、これら

６点のまちづくりの基本目標を実現することが求められています。  



3 

３．行財政改革の基本的な考え方 

八幡市を取り巻く環境は極めて厳しいものでありますが、このような

状況の中にあっても、将来にわたり、地域経済と都市機能を維持・発展

させていくためには、一定の人口減少と少子高齢化を受け入れながらも、

第５次八幡市総合計画の着実な推進によって、「住みたい、住み続けた

い」魅力あるまちづくりを行う必要があります。それらを可能にするた

めには、将来を見据え、将来世代に負担を強いることがないよう、持続

可能で健全な行財政運営を行うことが求められています。  

そのためには、市長からの諮問事項である、  

１．持続可能な行財政構造の確立  

  （１）自主財源の確保  

  （２）歳出の抑制  

２．多様な担い手による行政サービスの提供  

 ３．効率的・効果的な市民サービスの提供  

の趣旨に沿って具体的な取組を計画的に進め、着実な改革を進める必

要があります。  

それぞれの諮問事項について、本審議会の答申内容を以下のとおり

示します。  

４．諮問事項別方策 

（１）持続可能な行財政構造の確立 

①自主財源の確保

 八幡市の人口は、全国的に進む人口減少・少子高齢化の流れと同

様に、平成５年をピークに減少傾向にあります。その影響は、生産

年齢人口の減少にも及び、市の歳入の根幹となる個人市民税収の伸

び悩みに繋がっています。 

 将来的に必要となる歳入を得るために、自主財源の確保を目的と

して、未収金対策の推進、未利用財産の売却、新たな財源の確保、
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そして受益者負担の適正化への取組が必要です。  

 

○未収金対策の推進にあたっては、京都地方税機構との連携によ

る徴収率の向上に引き続き取り組むとともに、財産調査等を実

施し、支払う能力を有する滞納者への厳正な対処を行うなど、

未収金対策の更なる強化を求めます。 

○未収金の各債権間において滞納者の重複があると考えられるこ

とから、地方税法における守秘義務との関係に留意しつつ、他

市の事例等を参考に、債権間での情報共有を進めるなど、より

効果的な取組の実施を求めます。 

   ○平成 35 年度に予定されている新名神高速道路の全線開通を好

機ととらえ、土地利活用の検討を進めるとともに、本市を含む

近隣エリアへの進出を希望する企業の情報などについての情報

収集力を高めながら、企業誘致や創業支援策などの充実により、

法人税の増収に向けた取組の推進を求めます。 

○広告収入の更なる拡大やネーミングライツの導入、ふるさと応

援寄附金制度の更なる活用など、収入増加策の積極的な検討と

展開を求めます。 

   ○平成 31 年度に予定されている消費税率改定も視野に入れなが

ら、市民に対して市の財政状況を積極的に公開するなど、市民

の理解を得ながら、利用者の受益に応じた適切な負担について

基準を設定し、使用料・手数料の見直しを行うとともに、定期

的に見直しを行う仕組みづくりを求めます。  

 

②歳出の抑制 

   人口急増時に整備を進めた本市の公共・公用施設は、老朽化が進

む中、現在の人口規模や年齢構成に見合うよう、施設の適正化を図

る必要があります。また、利用率が低下している公共・公用施設に

ついては、管理運営のための財政負担の縮減を図る必要があります。 
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   指定管理者制度についても、一層の効率化を目的にして、対象の

拡大、選定方法の見直しを検討するとともに、第３セクターの自主

的な財政力強化が求められています。  

   また、市単独で実施されている既存事業等については、事業の目

的や効果の検証による定期的な見直しが必要です。  

 

   ○現在の公共・公用施設の利用者数や利用ニーズ、施設の目的を

検証して、施設の複合化・多機能化・転用、さらには施設の廃

止も含め検討を行うとともに、未利用資産の売却については統

一的な基準を整備するなどして、公共・公用施設のより一層の

有効活用を求めます。  

   ○公共・公用施設の老朽化対策については、早期に個別管理計画

を策定して更新に係るトータルコストを削減するとともに、そ

の進捗管理体制の整備にスピード感をもって取り組むことを求

めます。  

   ○指定管理者制度については、他市の事例等も参考にして、現在

未導入の施設においても導入できないか、積極的に検討するこ

とを求めます。  

   ○指定管理事業者の選定にあたっては、民間事業者が業として行

っている事業を中心に、公募を原則とした事業者の選定を行う

ことを求めます。  

   ○第３セクターの運営については、市が利用者サービスの向上や

経費縮減の観点から民間の活用について検討し、事業の見直し

や民間事業者への移管を積極的に進めるとともに、第３セクタ

ー自身が経費節減や自主事業の更なる充実等により、自身の財

政力の強化に努め、市への依存度の高さを改善するよう求めま

す。  

   ○市単独事業については、事業の目的や効果の検証により、廃止

を含め、必要な見直しを行うとともに、新規事業については、
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実施前に十分な検証を行うことを求めます。 

   ○市単独補助金については、長期間見直しがされていないものや、

補助対象が明確でないものなど、現在の社会情勢に照らして、

補助目的の妥当性や必要性の有無を検証し、廃止を含めた見直

しを求めます。また、見直しにあたっては、補助金運用の判断

基準（指針）を作成し、定期的な見直しを求めます。 

   ○国、府の基準以上に実施をしている補助金、扶助費については、

その内容や基準以上に実施する理由についての再評価を行い、

必要な見直しが行われることを求めます。 

   ○一部事務組合等への負担金については、十分な情報提供を求め

るとともに、サービス水準の向上や額の多寡に関わらない経費

削減が図られるよう、ガバナンスの強化を求めます。 

 

（２）多様な担い手による行政サービスの提供  

   八幡市では、これまでの総合計画においても市民参画や協働をま

ちづくりの基本姿勢として大切にしてきました。第５次八幡市総合

計画においては、その考えを一歩進め、若者から高齢者まで、市民

一人ひとりが地域や身のまわりの課題の解決に向けて、何ができる

かを考え、行政や地域団体など様々な組織や人と連携しながら、「み

んなで創る」まちづくりを進めることとされています。  

   また、複雑化し多様化する市民のニーズに対応していくためには、

市民参画や協働の推進だけでなく、民間事業者が業としている業務

を中心に外部委託の推進を図るとともに、民間事業者等との新たな

連携の仕組みを構築していくことが重要になっています。  

 

   ○市民参画・協働に係る取組をスピードアップさせるため、市民

協働活動指針の策定を見据え、市民協働活動事例集の早期の作

成を求めます。  

○既存の組織や施設などを活用して、まちづくりへの思いを持っ
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た人々が有志で集まれる場をさらに市内に整備するなど、市民

参画や協働の活動へのきっかけづくりとなる取組の推進を求め

ます。  

   ○市民協働活動センターなどにおいて、新たに地域づくりを行い

たいと考えた方が気軽に相談・活動できる環境を整備するなど、

新たな担い手の育成に繋がる仕組みの検討を求めます。  

   ○市職員の市民参画・協働の重要性や取組への理解を深めるとと

もに、市職員自らの地域活動への参加を推進するため、職員研

修やボランティア休暇などの制度面の充実についての検討を求

めます。  

   ○市民公募委員の選任率の向上にあっては、複数分野に関心を持

たれる方の存在も想定されることから、市民公募委員の応募数

の現状を踏まえ、基準の見直しについて検討することを求めま

す。  

   ○効率性だけでなく「職員の働き方改革」という点からも、総務

省から民間委託が可能な業務として示されている業務を中心に、

その他の先行事例を参考として、新たな業務の外部委託化を検

討するとともに、既に外部委託を実施している業務についても

その委託範囲の拡大について検討することを求めます。  

   ○市が実施する事業においては、積極的に民間事業者等と連携協

力し、事業の効果を高めるとともに、事業の周知を図るなど、

事業の情報発信力の強化に繋がる取組手法の検討を求めます。  

 

（３）効率的・効果的な市民サービスの提供 

   市民サービスの提供にあたっては、地方自治法の趣旨を踏まえ、

「住民の福祉の増進を図る」という効果への視点と「最少の経費で

最大の効果を挙げる」という効率への視点が重要です。サービス提

供における効率化を実現することは、効率化できたリソースをより

効果的なサービス提供のために配分できるという好循環を生み、い
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わゆる「行政の生産性」の向上にもつながります。 

そのためには、情報リテラシーやデジタルデバイド問題に留意し

つつ、ＩＣＴ等、その時代に応じたテクノロジーを活用するなど、

効率的・効果的な市民サービスの提供に繋がる取組を検討していく

必要があります。また、市民サービスを提供する職員等についても、

人員配置の適正化や組織の最適化を図るとともに、入れ替わりの進

む職員の人材育成の強化を図ることで、効率的・効果的な行政運営

に繋がる取組を検討する必要があります。 

さらに、これらの取組を推進するにあたり、個々の事情に応じて

多様な働き方を選択できる社会の実現を目指して国で推進されてい

る「働き方改革」に資する取組に留意し、職員の長時間労働の削減

や男性職員の子育てに関する諸制度の積極的な活用などを推進して

いくことが必要です。 

 

   ○市民サービスの利便性向上に繋がる取組のうち、総合窓口の設

置やＩＣＴを活用した取組などは、導入にあたって大規模な設

備改修・設備投資が必要となることから、新庁舎の建設に向け

た検討の動向も踏まえながら進めることを求めます。 

   ○ＩＣＴの活用においては、スマートフォンが普及している環境

を踏まえ、スマートフォンを活用した情報提供の仕組みを構築

するなど、時代に応じた行政サービスや情報提供の仕組みを検

討することを求めます。 

   ○職員数については、「（１）持続可能な行財政構造の確立②歳出

の抑制」に示した公共・公用施設の複合化・多機能化・転用な

どの検討に併せた人員配置の見直しを求めます。  

   ○「職員の働き方改革」に資する取組としては、定型業務・非定

型業務に関わらず、全庁的なマニュアル作成をより一層進め、

業務の標準化を図るとともに、繁忙期を除いて就業時間内に業

務を終えるよう時間管理を徹底し、不要・不急の業務について
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は見直しを行うなど、時間外勤務のさらなる削減に向けた取組

を求めます。  

   ○人材育成の強化にあたっては、外部の人材との交流が良い刺激

を生むことや、職場のリーダーである管理職の重要性を鑑み、

民間企業や各種団体、他の自治体等への派遣制度の検討や管理

職研修の充実を求めます。また、職員の意欲向上のため、表彰

制度を検討したり、評価の仕組みを見直し、評価者・被評価者

研修を実施したりするとともに、その評価を市民に見える形で

公表する仕組みの検討を併せて求めます。  

   ○職員提案制度については、人材育成や職員の意欲向上の観点か

らも有益であることから、年度ごとにテーマを決めたり、対象

となる年代を絞ったりするなど、積極的な提案に繋がるよう、

運用の見直しを行うことを求めます。 

 

５．むすびに 

市では、定員管理の適正化、給与の適正化、公共施設の長寿命化を中

心に第５次、第６次の行財政改革に取り組んでこられました。その成果

と併せ、職員の入れ替わりによる人件費の低減等により、一時的に財政

状況は改善の兆しを見せていましたが、人口減少や少子高齢化などの影

響により、第６次行財政改革終了時点では、再び厳しい財政状況に直面

しています。さらには、近年多発する地震や豪雨などの自然災害への対

策も急務となっており、財政運営において歳入と歳出のバランスを維持

することが困難になってきています。  

本審議会は、行財政の現状とこれまでの取組について総合的に検討・

審議を行い、市長から諮問された「第７次行財政改革の基本方針につい

て」に関する答申に至りました。八幡市の魅力ある将来都市像を考えた

とき、将来世代に負担を強いることのないよう、第６次行財政改革で未

達成の課題も含め、引き続き行財政改革の歩みを確実に行っていく必要

があります。  
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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ことを求めます。また、わかりやすく具

体的な内容で公表し、市民、ＮＰＯ、事業者等の協力を得て、「みんなで

創る」まちづくりが着実に進められるよう求めます。  

計画の実施に際しては、計画策定（Ｐ）、実行（Ｄ）、評価（Ｃ）、改

善（Ａ）のサイクルに基づき進行管理を徹底し、計画が確実に達成され

るよう取り組まれることを求めます。また、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、広報紙で検討結果を市民に公表される

こと、懇談会で出された指摘事項については、庁内で検討を行い、改善

に努められることを求めます。  

本答申を踏まえ、第５次八幡市総合計画の将来都市像である「みんな

で創って好きになる 健やかで心豊かに暮らせるまち ～住んでよし、

訪れてよし Smart Wellness City, Smart Welcoming City Yawata～」の

実現に向け、市長のリーダーシップのもと全職員が一丸となり、スピー

ド感をもって第７次行財政改革を断行されるよう強く要請します。  



付 属 資 料
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＜順　不　同＞

区分 氏　名 備　考

会長 橋本　行史
関西大学政策創造学部教授
八幡市行財政改革検討懇談会会長

副会長 伊藤　和雄
元高槻市職員
八幡市行財政改革検討懇談会委員

〃 馬代　一夫 自治連合会幹事

委員 井上　好光 京都銀行八幡中央支店長　

〃 大原　純孝 市民公募

〃 川原　絵美 市民公募

〃 藤下　昭
元八幡市職員
八幡市行財政改革検討懇談会委員

〃 政　純子 八幡市行財政改革検討懇談会委員

〃 松田　時典 八幡市商工会青年部長

〃 壬生　裕子 同志社大学　嘱託講師

八幡市行財政検討審議会委員名簿

2



3

回 開催年月日等 審　議　内　容

・会長・副会長選出

・「第７次行財政改革の基本方針について」を諮問

・審議会の公開　　

・財政状況　

・行財政改革取組状況

・持続可能な行財政構造の確立（自主財源の確保）

・効率的・効果的な市民サービスの提供

・答申（案）作成

・パブリックコメント実施

・多様な担い手による行政サービスの提供

第４回 平成30年8月29日

八幡市行財政検討審議会審議経過

第１回 平成30年5月31日

第２回 平成30年6月29日

第３回 平成30年7月27日

・持続可能な行財政構造の確立（歳出の抑制）

－ 平成30年10月25日 ・答申

－
平成30年９月20日～
平成30年10月10日

・パブリックコメントの募集

第５回 平成30年10月22日 ・答申作成
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財政用語等の説明 

【英数字】 

ＩＣＴ  
Information and Communication Technology（情報通

信技術）の頭文字をとった略称。  

【き】  

義務的経費  

その支出が義務付けられ任意に節減できない、極めて硬

直性の強い経費をいう。特に人件費、扶助費、公債費の

３つの費目が厳密な意味での義務的経費とされる。  

当該３つの費目の占める比率が大きければ大きいほど、

経常的経費の増大傾向が強く、財政構造の悪化に伴い、

地方公共団体の財政の健全化を図る場合、大きな障害に

なるといわれている。  

【し】  

指定管理者制度  

公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活

用することにより、住民サービスの質の向上を図ってい

くことで、施設の設置の目的を効果的に達成するために

設けられた制度。  

情報リテラシー  

情報機器や IT ネットワークを活用して、必要な情報を

確実に収集、整理し、必要に応じて蓄積、加工すること

や、自ら情報を創出するための能力。  

【せ】  

生産年齢人口  

日本国内における、生産活動に従事できる年齢の人口

で、総務省統計局による労働力調査の対象となる年齢の

人口数。一般的には、就業が可能となる年齢と定年退職

するまでの人口、15 歳以上 65 歳未満までの総数が生産

年齢人口となる。  

【た】  

第３セクター  
市が資本金その他これらに準ずるものを出資している

団体及び市が人的または財政的援助を行っている団体。 

【て】  

デジタルデバイド  
インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用で

きる者と利用できないものとの間に生じる格差。  

【ね】  

ネーミングライツ  

公共施設等に企業名や商品のブランド名などを冠した

愛称を付与する権利（命名権）で、この権利を売却する

ことで、施設運営等に係る資金を得ようとするもの。  

命名された愛称は、一般的な呼称として使用されるもの

で、条例上の施設名称を変更するものではない。  

【は】  

働き方改革  

一億総活躍社会実現に向け、長時間労働の改善、非正規

と正職員の格差是正、高齢者の就労促進などの課題への

取組。  



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%　 改定
　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
　41,905千円
　・一般職3％カット
　・管理職5％カット　等

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

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

＜計画額＞
　1,001,000千円

平成７年
６月
答申

平成15年度
予算編成に
向けて

＜計画額＞
　817,000千円

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

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

平成14年
8月
答申

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

＜計画額＞
　267,100千円

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

＜計画額＞
　57,240千円

平成15年3月
第３次行財
政改革実施
計画

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

＜実績額＞
　899,707千円

3
次

5



計画 期間 計画骨子 効果額 主な実施内容
審議会
答申

①職員人件費削減
　576,556千円
②未収金対策推進
　83,126千円
③くすのき保育園民営化
　50,000千円
④公債費繰上償還・借換
　269,212千円
①事業の見直し
　67,996千円
②事務の見直し
　1,665千円
③歳入確保
　117,163千円
④給与・人事関係
　233,076千円
①定員管理及び給与の適正化
　306,799千円
④事務事業の見直し
　106,722千円
⑤歳入確保の方策
　144,819千円
①事業の見直し
　22,185千円
②事務の見直し
　718千円
③定員管理の適正化
　1,401千円
④歳入の確保
　9,789千円

①持続可能な行財政構造の確立
　1,100,937千円

②多様な担い手による行政サービス
の提供　2,470千円

③定員管理、給与の適正化及び新た
な行政課題に対応する組織体制の確
立　56,592千円

①補助金、負担金の見直し
　10,853千円
②給付事業の見直し
　587千円
③委託事業の見直し
　15,003千円
④職員体制等の見直し
　16,044千円
⑤その他の事務・事業の見直し
　373,642千円
⑥歳入の確保
　251,673千円

独自
平成30年3月
行財政改革
取組計画

平成30年度

①補助金、負担金の見直し
②給付事業の見直し
③委託事業の見直し
④職員体制等の見直し
⑤その他の事務事業の見直し
⑥歳入の確保

＜計画額＞
　事業費ベース
　　667,802千円

（参考）
　一般財源ベース
　369,398千円

6
次

平成27年
2月
答申

平成27年5月
第６次行財
政改革実施
計画

平成27年度
～平成29年
度

①持続可能な行財政構造の確立
②多様な担い手による行政サー
ビスの提供
③定員管理、給与の適正化及び
新たな行政課題に対応する組織
体制の確立
④市民サービスのさらなる向上

＜実績額＞
　1,159,999千円

独自
平成26年3月
行財政改革
取組計画

平成26年度

①事業の見直し
②事務の見直し
③定員管理の適正化
④歳入の確保
⑤市民協働の推進

＜実績額＞
　34,093千円

＜実績額＞
　558,340千円

①定員管理及び給与の適正化
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

平成23年度
～平成25年
度

平成23年3月
第５次行財
政改革実施
計画

平成23年
2月
答申

5
次

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

＜実績額＞
　419,900千円

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

＜実績額＞
　1,091,426千円

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

6
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