
計　　画 実績見込

1
学校給食業務の民間委託
等の推進

スポーツ健康課
○東祖谷山村学校給食調理場完成、２４年４月から給食開始、西祖谷
給食センターが下名調理場に統合

△ 22,699 △ 12,394 計画以上

2
ごみ収集業務の民間委託
等の推進

環境課
○２３年度からは可燃ごみ収集日が祝祭日となった収集地区全域の民
間委託を開始

△ 11,630 △ 12,506 計画どおり

3
学校用務員の民間委託等
の推進

学校教育課
○各学校の用務員業務の調整を行い、すべての小中学校に５Hのパー
ト職員を配置、管理運営費を廃止

△ 4,287 3,508 計画以上

4
市立病院の公営企業法の
全部適用化

三野病院
○昨年度から新病棟での診療がスタートし、入院棟改築工事も完成。
常勤内科医４人体制となり、整形外科外来診療の充実、経営基盤の強
化に努めた

計画どおり

5
養護老人ホームの民間委
託等の推進

老人ホーム検討
部会

○民間委託について社会福祉法人等との事前協議を行った。若宮荘
の耐震診断を実施、敬寿荘の改修、定員数について検討

計画以下

6
幼稚園・保育所の民間委
託等の推進

幼稚園・保育所
検討部会

○検討部会で就学前教育・保育基本方針に基づき、効率的・効果的な
運営方法の検討、保育所１施設指定管理者制度導入に向けて事前協
議中、東祖谷認定こども園が４月から開園

計画どおり

7 指定管理者制度の活用
指定管理者制度
運用委員会

○運用委員会で、指定管理者制度の新規導入施設の検討及び更新施
設の管理運営方法等の検討を行い、基本協定書（標準例）、指定管理
者選定委員会及び情報公開に係る留意事項を策定

計画どおり

8 水道事業の健全化 水道課
○中期経営健全化計画に基づき事業を推進
○４月から上水道の料金改定

計画どおり

9 市立病院の経営健全化 三野病院
○市立三野病院改革プランを推進し、経営健全化を図る
○入院棟改築によりリハビリ室を拡張、充実。また今年度ＭＲＩを導入

計画どおり

10
農業集落排水事業の経営
健全化

農業振興課 ○第２期中期経営健全化計画を推進、啓発、接続率の向上を図る 計画どおり

11
特定地域生活排水処理事
業の経営健全化

環境課
○市汚水処理基本構想に基づく、生活排水処理事業の方向性は個別
処理を採用。合併浄化槽整備の手法については、２６年度から個人設
置型に統一移行する

計画どおり

12 第三セクターの改善
観光課・林業振
興課・情報政策
課・生涯学習課

○会社の経営状況の調査・検証を図る
○経営改善計画に基づき指導・助言を行う
○専門家による経営コンサルティング（温泉・宿泊施設）
○第３セクター会社の存続及び清算について、将来的な方向性を決定

計画どおり

13
土地開発公社の経営健全
化

地域振興課
○滝端地区用地の盛土、整地工事の早期完成を関係機関に要望し、
工事完成後の利用計画の検討を進めています 計画どおり

14 まちづくり条例の策定 企画調整課
○まちづくり基本条例を１０月１日に施行、市報での周知、リーフレット
配布、　施行記念講演会を開催

計画どおり

15 タウンミーティングの開催 秘書広報課
○移動市長室を各支所ごとに開催し、行政報告や市民からの要望、意
見集約を行い、市民との直接対話を実施

計画どおり

16 防災組織・体制の強化 危機管理課

○引き続き防災講座等を開催し、自主防災組織の立ち上げを図り、組
織率100％を目指す
○三好市消防団団長会議で、再編方針を検討中、消防団の機能別団
員制度を導入
○あわの抄と宿泊施設等の提供に関する協定を締結

組織率100％ 組織率89.3％ 計画以下

17 組織・機構の見直し
組織再編検討部
会

○本庁方式への移行時期や職員数の適正化も考慮し、計画的に効率
的な組織へ再編を実施 計画どおり

18 庁内分権の推進
財政健全化検討
部会

○部別枠配分予算編成方式を試行 計画以下

19 定員管理の適正化
組織再編検討部
会

○第２次定員適正化計画に基づき、定員適正化に努める
○業務量調査を行い、各課の業務状況や必要人員等の把握を行い適
正配置に努める
○普通会計２１年度５２７名から４９名減の４７８名の計画に対して、６５
名減の４６２名となっています。

591,300 785,100 計画以上

20 臨時職員の適正配置
組織再編検討部
会

○ヒアリングを実施し、適正配置を行う
○アウトソーシングの拡大、パート雇用への変更等に取り組む

22,407 △ 18,333 計画以下

21 時間外勤務命令の抑制 人事室 ○職員の適正配置、月別、個人別の実態を把握・分析し削減に取り組む 2,996 △ 62 計画以下

22
定員・給与等の状況の公
表

人事室 ○１２月に市報及び３月にホームページにより公表 計画どおり

23 人事評価制度の導入 人事室
○平成２３年度から能力評価について管理職を対象に実施
○管理職以外の仕組みづくりと業績評価について検討

計画どおり

24 職員の資質の向上 人事室
○人事評価の制度設計にあたり「三好市人材育成基本方針」を見直
し、計画的な職員研修の実施、職員の資質の向上を推進

計画以下

25 行政評価制度の活用 行革推進室
○行政評価実施要綱を平成２０年5月に制定、施策や事務事業の成果
などを検証・評価し次の改革に結びつける行政評価システムを実施
○市民評価会議（４事業）を実施

計画どおり

26 財政状況の公表 財政課
○年２回財政事情の公表告示
○広報誌、ホームページに予算・決算概要及び財政指標等を公表する

計画どおり

27 ホームページの充実
秘書広報課・観
光課

○東日本大震災を契機に、タイムリーな情報発信が求められており、
防災情報へのリンクバナーをトップページに追加
○見やすさ、使いやすさ、分かり易さの向上を図る
○コミュニティ型のウエブサイトについて活用を検討

計画どおり

28 電子自治体の推進 情報政策課
○全庁全業務で利活用できる航空写真地図閲覧システム運用開始、
○７月から基幹系システム運用開始（住民基本台帳法改正、医療制度
改革に対応）

計画どおり

進捗状況
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29
歳入に見合う財政構造へ
の転換

財政健全化検討
部会

○平成２３年度決算後に財政計画の見直し更新を行い、ホームページ
で公表 計画どおり

30 市有林の有効活用 林業振興課
○市有林の現状把握と活用計画を推進し、計画的な自主財源の確保
を図る
○新森林活用計画を策定、実施

309 △ 524 計画以下

31 市税徴収率の向上 税務課
○納税相談、催告、差押、特別徴収の指定拡大、地区割訪問徴収等を
行い徴収率の向上を図る
○口座振替推進キャンペーンを実施

15,543 △ 8,859 計画以下

32 市税の滞納整理 税務課
○法的措置の執行、徴収体制の充実、個別徴収の強化、管理職合同
徴収の実施等により、滞納徴収率の向上を図る

1,184 △ 13,899 計画以下

33
ケーブルテレビ使用料の
収納率向上

○平成23年4月～指定管理導入のため終了

34 水道料金の収納率向上 水道課
○口座振替の推進、催告、納付相談の実施とともに給水停止措置も実
施し、収納率の向上を図る

378 △ 379 計画以下

35 住宅家賃の収納率向上 管理課
○滞納者の調査を行い、経済状況により分割納入誓約等を行う
○悪質滞納者については法律に照らし、強制執行等を視野に入れた
措置を行い、収納率の向上を図る

0 0 計画どおり

36 保育料の収納率向上 子育て支援課

○現年度収納を重点に取組み、督促、催告、訪問などにより収納率の
向上を図る
○保育所との連携を強化し、保育所での面接等を実施
○口座振替（クレジット含む）を推進する

2,648 61 計画以下

37
行政刊行物等に対する広
告の実施

秘書広報課・観
光課

○広報誌上での広告掲載及びホームページ上でのバナー広告等、自
主財源の収入増を図る

△ 551 105 計画以上

38
未利用施設等の統廃合及
び有効活用

管財課 ○市有財産の調査・把握、処分可能な市有財産の調査・処分等を行う 2,000 73,508 計画以上

39 公用車台数の見直し 管財課 ○組織再編に併せ、本庁・総合支所間で調整を行い、台数削減を行う 3,500 750 計画以下

40 ごみの減量化の推進 環境課

○啓発、資源集積所を活用し、リサイクルの推進と分別を推進する
○市の施設から発生する紙類のリサイクルを引き続き推進する
○ごみ分別出前講座の実施、不法投棄パトロールの実施、学校等でざ
つ紙回収袋の配布、生ごみ処理器購入助成を推進する

計画どおり

41 庁費の消耗品等の節約 管財課
○庁舎リサイクル回収、庁内ペーパーレス化の推進、不必要な印刷物
の削減等職員に対する啓発を行い、取組を強化する 7,514 △ 4,960 計画以下

42 庁舎の管理費の節約 管財課
○窓口を除く昼休みの消灯、階段の利用、クールビズ・ウオームビズを
実施等職員に対する啓発を行い、取組を強化する 9,542 △ 9,733 計画以下

43 借上料等の見直し 管財課
○管理台帳を整備し、不要な借地の返却・バランスを持った借地料に
見直しを行う 計画どおり

44 委託料の見直し 財政課 ○基本方針に基づき適正化及び見直しを図る 計画どおり

45 使用料・手数料の見直し
集会所施設等検
討部会

○基本方針に基づき負担の公平性を図るとともに運用の適正化を徹
底する

計画どおり

46 小・中学校の統合計画 学校教育課
○児童、生徒数の将来予測に基づき、保護者等と意見交換会を実施
し、今後の学校、校区見直し等を検討する

計画どおり

47 補助金等の整理合理化
補助金等審議委
員会

○新規団体補助金・負担金の検証及び実績確認を行う 1,000 △ 600 計画どおり

48
広域連合等への関与の見
直し

財政課
○「みよし広域連合第２期集中改革プラン」に基づき、計画的に行財政
改革を推進する 33,579 34,438 計画どおり

49 投資的経費の調査研究
投資的経費調査
研究委員会

○行政評価等を活用して優先事業を精査し、予算要求に反映する。今
後事務事業評価を活用しながら事業内容・必要性の調査研究を行う

計画どおり

財政効果合計 654,733 815,221


