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○これまでの取り組み

・2007(平成19)年3月 三好市行財政改革大綱制定

三好市行財政改革推進計画（集中改革プラン）策定

計画期間　2006(平成18)年度から2009(平成21)年度まで

実施項目　68項目

財政効果　基準年度 2006(平成18)年度 16億6千4百万円

・2010(平成22)年9月 第2期三好市行財政改革大綱制定

第2期三好市集中改革プラン策定

計画期間　2010(平成22)年度から2013(平成25)年度まで

実施項目　49項目

財政効果　基準年度 2009(平成21)年度 25億8千1百万円

・2014(平成26)年10月 三好市行財政改革実施計画策定

計画期間　2014(平成26)年度から2017(平成29)年度まで

実施項目　28項目

財政効果　基準年度 2013(平成25)年度 16億3千7百万円
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○これからの行財政改革の必要性

　本市ではこれまで、第１期、第２期行財政改革大綱を制定し、市民と行政が協働意識をもっ
て、より簡素で効率的な行政組織作りに努めることを基本とし、集中改革プランや行財政改革
実施計画では大綱に掲げた重点事項を受け、民間委託の推進や組織機構の再編、定員管理の適
正化、人材育成などの項目ごとに目標を設定し実行することにより相応の成果を得てきたとこ
ろです。

  しかし、少子高齢化による社会保障費の増加や公共インフラの維持管理費の増加、地方交付
税の段階的削減など、本市を取り巻く財政状況は今後一層の厳しさを増すことが予想されてい
ます。

  こうした状況を踏まえ、将来にわたって持続可能な財政構造を構築し、市民が安心して生活
できる三好市を目指すため、「第２期三好市行財政改革実施計画」を策定しました。本計画で
はこれまでの行財政改革大綱の基本理念を踏襲しつつ第１期行財政改革実施計画での取り組み
を見直し、更なる改革を進めていくために必要な行動計画を設定しています。
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Ⅰ.　第２期三好市行財政改革実施計画の概要

１ 目的

２  計画期間

３  推進体制 

４　行財政改革実施計画の見直し

　市民、行財政改革推進委員会と連携、協力を図りながら行財政改革実施計画をより実効
性のあるものとしていきます。

　「第２期三好市行財政改革実施計画」は、「第１期及び第２期行財政改革大綱」と「第
１期三好市行財政改革実施計画」に掲げた重点事項を受け、進捗の度合いと情勢の変化な
どを考慮して、今後の行財政改革を計画的に実施するための方策を示したものです。
  厳しい財政状況が続く中、サービス精神と経営感覚を持った行財政運営を進めるために
簡素で効率的な行財政体制の構築を図り、自律と協働のまちづくりの実現を目指すため、
第２期行財政改革実施計画が必要不可欠であります。
　第２期行財政改革実施計画では、重点事項ごとに改革推進項目を定め、その推進項目の
主な取組内容期待される効果や目標数値及び実施年度を明確にし、財政健全化による市民
サービスの確保を推進していくこととします。

　計画期間は、2018(平成30)年度から2021年度までの4年間とします。

　実施項目の改善状況や組織の再編等を考慮しながら、必要に応じて計画内容を見直すも
のとします。
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５つの重点事項と改革推進項目

1 　地方公共団体における行政の担うべき役割の重点化
(1) 民間委託などの推進
(2) 指定管理者制度の活用
(3) 地方公営企業などの経営健全化
(4) 第三セクターの改善

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 　定員管理の適正化など
(1) 定員管理の適正化
(2) 人事評価制度の積極的導入

4 　人材育成の推進

5 　自主性･自律性の高い財政運営の確保
(1) 経費節減の合理化・財政の健全化
(2) 補助金などの整理合理化

５  進行管理

　行財政改革実施計画の進行管理は、計画の進捗状況を毎年度把握し、改革の着実な推進
を図るものとします。

６　計画体系
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【目指すべき財政構造】

【歳入の確保策】

【主な歳出の抑制策】
◎人件費の総額抑制

Ⅱ.　行財政改革実施計画の内容

　定員適正化計画を改定し、市民サービスの質を維持し、次世代への業務継承に配慮しつ
　つ人件費の総額を削減します。

　本市の財政は、合併による地方交付税の優遇措置縮減や人口減少により税収等が減少する一
方、公共施設等、社会資本の維持管理費用の増加により、今後は財政状況が一層厳しくなると
見込まれています。職員の育成や強化を図り、さらなる業務改革の推進等により安定的な財政
運営へつなげる必要があります。

　行財政改革実施計画では、将来を見据え安定した市民サービスを提供するため、歳入の確保
と徹底的な歳出の抑制により、歳入に見合う自律した財政構造へ転換し、持続可能な行財政運
営の基盤を構築することを目指して、以下の内容を基本的な改善目標とし、具体的な改革推進
項目に取り組んでいきます。

◎行財政改革実施計画に基づく行財政改革の断行と、歳出の中で最も割合の高い義務的経
　費の圧縮により、歳出構造の転換を図ることで、合併特例措置の終わる2021年度以降も
　健全な行政運営が可能な財政構造を目指します。

◎市税等の徴収率向上
　自主財源の確保と市民負担の公平性の観点から、徴収業務の充実、適正な債権管理の取
　り組みにより徴収率の向上を図り、自主財源の確保を図ります。
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◎民間活力の活用

◎経費の節減・補助金等の見直し

◎公共施設の最適化

　民間活力の活用が可能な事務事業については、計画的に民間委託を推進します。また、
　指定管理者制度を導入して、施設等の管理運営にも民間活力を活用し、経費を削減しま
　す。

　効果や効率性の観点から、事務事業等の廃止・縮小・統合などの見直しを行い、経費を
　削減します。また、補助金・負担金等についても必要性や費用対効果などの観点から見
　直しを行い、経費を削減します。

　公共施設再配置計画に基づき公共施設保有量の最適化(総量縮減)を進め、維持管理に係
　る経費を削減します。
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１ 地方公共団体における行政の担うべき役割の重点化 

　（１）民間委託などの推進 

　行政運営のスリム化を目指して、事務事業の見直しにより民間活力の活用が可能な事務事業については、積極的かつ計画的に民間委託や施設の民
間譲渡などを推進し、官民の役割分担の明確化とアウトソーシング（外部資源の活用）を行っていきます。

番号 主な取組内容 期待される効果・目標数値
推　　　進　　　年　　　度

備考
2018 2019 2020 2021

1

事務事業の見直し 各課で所管する事業の優先度評価を実施し、施策
や事業の方向性について、より重要な優先すべき
事業を選択し事務事業の削減を図る。

実施 ⇒ ⇒ ⇒

2

学校給食業務の民間委託
等の推進

調理業務及び配送業務の民間委託を実施する。併
せて、今後の児童生徒数の減少を考慮し、施設の
統廃合の推進を図る。

準備 実施 ⇒ ⇒

方針策定

4

養護老人ホームの民間委
託等の推進

退職者不補充とし、方針に沿って民営化または指
定管理者制度の導入による民間委託を順次実施す
る。

検討 方針策定
民営化・
民間委託

⇒

3

ごみ収集業務の民間委託
等の推進

退職者不補充とし、民間委託を推進するとともに
市内全域の効率的な収集体制の構築に向けた方針
を策定する。

検討 ⇒ ⇒

実施

6

当直業務の見直し 定員管理の適正化と業務量を踏まえ、各支所の当
直業務を廃止し、経費の削減と職員負担の軽減を
図る。

5

幼稚園・保育所の一元化
と民間委託等の推進

子育て支援や就学前教育の充実、効率的運用を図
るため、三好市就学前教育・保育基本方針に基づ
き、認定こども園への移行を実施する。

協議・準備 ⇒ ⇒

検討 順次実施 ⇒ ⇒

7

保育所の統廃合の推進 旧町単位の統廃合を検討し随時取り組んでいく。
民間委託については、施設の状況を整えたうえで
協議し、経費の削減を図る。 協議 ⇒ 実施 ⇒
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　（２）指定管理者制度の活用 

8

指定管理者制度の活用 制度導入基本方針により、雇用の創設と民間活力
の導入、サービスの向上や経費の削減が図られる
施設については、導入を積極的に進め、導入する
際には、地元住民、利用者の意見、意向を考慮し
モニタリング等チェック体制の充実も図る。

2020 2021

　公の施設の管理運営については、これまで市が直接行うか、公共的団体などに管理を委託してきましたが、地方自治法の一部改正により創設され
た指定管理者制度を積極的に活用し、民間事業者等も含めた団体に管理を委ね利用料金制度の導入も行い、更なる市民サービスの向上と経費の縮減
を図っていきます。

番号 主な取組内容 期待される効果・目標数値
推　　　進　　　年　　　度

備考
2018 2019 2020 2021

実施 ⇒ ⇒ ⇒

9

水道事業の経営健全化 事務事業の見直しを行い、徹底した経常経費の削
減及び事業の広域化による経営の効率化を図る。
受益者負担の適正化に努め、適切な使用料金の設
定を行い、経営基盤の安定化を図る。

　（３）地方公営企業などの経営健全化 

　地方公営企業などについては、経営健全化計画を策定及び推進することにより、更なる計画性・透明性の高い企業経営を目指します。経費等を節
減し、一般会計からの繰り出し基準を明確にし、受益者負担の適正化に努め、経営基盤を強化していきます。

番号 主な取組内容 期待される効果・目標数値
推　　　進　　　年　　　度

備考
2018 2019

10

市立病院の経営健全化 高齢化の進行を踏まえ、保健、医療、介護の連携
強化を図るとともに、三好市が進める地域包括ケ
アシステムを推進し、地域に必要とされる医療を
提供することにより公益性の高い事業化を図る。
随時、新改革プランの点検評価を行い、必要に応
じて委員会による検討を行う。

実施 ⇒ ⇒ ⇒

実施 ⇒ ⇒検討

8



　（４）第三セクターの改善

設立目的を踏まえた事業について効果的・効率的な運営を推進するとともに、将来にわたり持続可能な経営の健全化に向けた適切な指導を行い、経
営基盤の強化を図る。

番号 主な取組内容 期待される効果・目標数値
推　　　進　　　年　　　度

備考
2018 2019 2020 2021

⇒11

第三セクターの改善 各社の経営状況については、定期的に調査検証し
必要な指導を行うとともに、継続的な経営ができ
る組織の確立をめざし経営基盤の強化を図る。

実施 ⇒ ⇒

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

　複雑多様化している市民ニーズや新たな行政需要に迅速かつ的確に対応するため、スリムで効率的な組織体制に見直します。

番号 主な取組内容 期待される効果・目標数値
推　　　進　　　年　　　度

備考
2018 2019 2020 2021

⇒

３ 定員管理の適正化など 

　（１）定員管理の適正化

　定員管理については、組織機構再編や民間委託等を見据えた市の将来ビジョンに基づく「定員適正化計画」を策定し推進しています。２０１７
（平成２９）年４月１日現在の普通会計職員数３９４人から約１４．７％を削減した３３６人体制を目指します。

番号 主な取組内容 期待される効果・目標数値
推　　　進　　　年　　　度

備考

12

組織・機構の見直し 職員数の適正化を考慮しながら、計画的に業務の
効率化を図り、行政需要に即した組織・機構の見
直しを行う。

実施 ⇒ ⇒

48(8) 退職者数10人

2018 2019 2020 2021

実施 ⇒ ⇒

14

臨時職員の適正配置
（普通会計）

会計年度任用職員制度への移行に向けて、現状の
把握と各部署の業務内容・業務量の見直し状況に
より適正な配置を行う。

現状把握・
検討

⇒ 実施 ⇒

()内は単年度

13

定員管理の適正化
（普通会計）

職員数（普通会計）の削減をする。
2017（平成29）年4月1日現在職員数：394人

216,431 361,797 530,925 634,901 削減数58人

58人減(14.7%)人件費削減額  1,744,054千円

臨時職員数は
作業員・教育
支援員・パー
ト等を除く118人 118人 － －

(216,431) (145,366) (169,128) (103,976)

⇒ 2022年3月末

18(18) 26(8) 40(14)
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　（２）人事評価制度の積極的導入

　職員の個々の適性・能力・実績を正当に評価する手法や見合う適切な処遇などを検討し、職員の意欲やチャレンジ精神を引き出す透明性、公平
性・公正性、納得性のある（年齢や性別にとらわれない）人事評価制度の導入を行います。

番号 主な取組内容 期待される効果・目標数値
推　　　進　　　年　　　度

備考
2018 2019 2020 2021

職員の能力開発を総合的・効果的に推進するため
の人材育成に関する基本方針を見直し、多様な研
修の実施などを計画的に進め、職員のレベルアッ
プを継続的に実施していく。

見直し・
改訂

実施 ⇒ ⇒

15

人事評価制度の導入 職員の能力や意欲を適正に判断し、的確な人事管
理を行うとともに、制度についての研修や継続的
な見直しを行い、評価結果を処遇に反映させる仕
組みを確立する。

実施・継続
的な見直し

⇒ ⇒ ⇒

４ 人材育成の推進

債権管理条例の施行に伴い、より合理的で適正的
確な債権管理に取り組むことにより、市財源の確
実な回収と市民負担の公平性の確保を図る。

実施 ⇒ ⇒ ⇒17

適正な債権の管理

　分権型社会の担い手にふさわしい人材を育成するため、「人材育成の基本方針」に基づき、研修機会の提供により、職員の意欲と能力を最大限に
引き出すとともに、更なる能力開発に取り組んでいきます。

番号 主な取組内容 期待される効果・目標数値
推　　　進　　　年　　　度

備考
2018

230人 230人 230人 230人
研修参加者数
（述べ）

2019 2020 2021

16

職員の資質の向上

５ 自主性・自律性の高い財政運営の確保 

　（１）経費節減の合理化・財政の健全化 

番号 主な取組内容 期待される効果・目標数値
推　　　進　　　年　　　度

備考

　経費の節減合理化等財政の健全化に向けては、「財政計画」を策定し、年度ごとの削減目標数値を掲げ、歳入に見合った財政構造への転換を図っ
ていきます。そのため、すべての事務事業を見直し、事務の効率化や事業の統廃合を図るなど、あらゆる側面から歳出を抑制していきます。また、
財源確保に向けて、市税の徴収率の向上など、歳入の確保に取り組みます。

2018 2019 2020 2021
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　（２） 補助金などの整理合理化

18

公共施設再配置計画の実
施

実施 ⇒ ⇒

番号 主な取組内容 期待される効果・目標数値
推　　　進　　　年　　　度

備考
2018 2019 2020 2021

　　　　　目標数値：削減台数　19台 3台 3台 3台

三好市公共施設再配置計画に定めた基本方針や方
向性をもとに、施設の集約化、統廃合や長寿命化
などにより、市民が安全に利用できる施設の維持
と施設保有量の最適化（総量削減：延床面積）を
進め、計画的な公共施設の再編に取り組む。

2016(平成28)年度～2025年度に15パーセント削減

19

公用車台数の見直し
（特殊車両は除く）

組織再編や職員数の削減等による将来需要を考慮
しつつ共用方式を徹底し、適正な台数把握と更新
計画に基づいて台数を削減することにより維持管
理経費の削減を目指す。

実施 ⇒ ⇒ ⇒

10台

⇒

21

敬老会の運営委託 市内30か所で行っている敬老会の敬老式典部分に
ついて、旧町村単位での開催を目指す。
敬老会対象者への祝福行事は、運営団体に委託す
る。

式典・
委託検討

⇒ 式典実施 委託実施

20

三好市戦没者追悼式の合
同開催

現状及び課題を調整するとともに、三好市戦没者
追悼式検討会を設置し、合同開催に向けて取り組
み、行政運営の効率化を図る。

検討・調整 実施 ⇒ ⇒

2020 2021

23

補助金等の整理合理化 基本方針により、公平・効率的な財政支援を行い
補助金の適正化、補助費削減、団体の自立促進を
図る。

実施 ⇒ ⇒ ⇒

　補助金などの整理合理化については、厳しい財政状況に鑑み、すべての補助金・負担金・会費について、その目的や行政として対応すべき必要
性、費用対効果、経費負担等のあり方などについて検証し、計画的に廃止・縮減していきます。

番号 主な取組内容 期待される効果・目標数値
推　　　進　　　年　　　度

備考
2018 2019

22

街路灯のＬＥＤ導入 市が管理する公衆街路灯の全面ＬＥＤ化、街路灯
管理システムの構築を行い、経費節減、二酸化炭
素排出量の削減を図る。

実施 － － －

11




