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１ 第６次行政改革の方向性 

⑴ 市の包括的な外部チェック機関による答申 

本市は、田川再生のための４本の柱を掲げ、「すべての市民が誇れるまち田川」の実現に

向け、第５次総合計画後期基本計画に基づくまちづくりを進めています。 

しかし、本市財政は将来的な取組に資する財源が十分に担保されていると言い難い状況

にあり、歳出面を中心とする改革が必要不可欠との認識のもと、市の包括的な外部チェッ

ク機関の「経営評価改革推進委員会（改革推進小委員会）」に対し、次の３点の諮問（※1）

を行いました。 

１点目 本市の歳出面についての問題点、課題について 

２点目 問題点、課題を踏まえ、本市が取り組むべき事項について 

３点目 上記を踏まえた田川市第６次行政改革大綱について 

経営評価改革推進委員会（改革推進小委員会）においては、これまでの歳出、財政の状

況や行政改革に係る取組状況を踏まえた真摯な議論が集中的に行われ、本市が将来にわた

り、人口減尐時代の中でも健全で持続的な自治体経営を行っていくための第６次行政改革

大綱のあるべき姿を示したものとして、以下の３点が重視された答申（※2）の提出がなさ

れました。 

○ 今後１０年間を見据えて、改革の方向性を明確に示すこと。 

○ すぐに必ず取り組むべき改革項目を選択すること。 

○ 短期的又は中期的に財政的効果を生むものに絞ること。 

また、この答申書には、次のとおりの意見が付されています。 

================================================================================ 

行政の「あるべき姿」とは、我々の子や孫の世代がこの地で生まれ、周囲に温かく見守

られながら生きがいを持って自立的な生活を送り、人生の終わりを迎える場所として選ん

でいただけるような環境を作り続けることであり、今だけ、自分たちだけ良ければいいと

考えることは許されません。 

このような認識のもと、まずは今後１０年間を見据えたまちづくりや財政状況のあり方

を踏まえた改革の方向性について、行政として自発的かつ明確に示した上で、成果目標と

目標達成年次を定め、すぐに必ず取り組むべき短期的又は中期的な財政的効果を生む項目

を選択して実施すべきということに重きを置いた内容としています。 

本答申は、１０年先を見据えた内容としています。しかし、これは大綱の取組期間を制

限するものではありません。市長のリーダーシップのもと、最適な取組期間を設定し、 

（※1）諮問：有識者又は専門機関等に意見を求めること。 

（※2）答申：諮問に対する意見を申し述べること。 
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短期的取組を繰り返す方式、短期及び中期の取組を組み合わせる方式など工夫を凝らした

行財政改革の推進を求めます。また、場合によっては利害関係者との軋轢を発生させるこ

とになる、こういった改革の取組については、前述の「あるべき姿」を見える化（※3）し

て市役所全体で共有し、職員の「やらされ感」を払拭することが大切です。 

こうした観点から、今回の答申では、改革のための個別の内容や具体的な実施時期につ

いて、細かく限定することを避けています。これは、本答申に基づく議論が行政内で重ね

られ、問題意識と目的意識を多くの職員が深く理解した上で自発的な計画策定と実践を期

待するからです。 

今後は、速やかに行政改革大綱を組み上げ、実行にあたっての段取り及び役割分担を定

めた実施計画を策定した上で、怯むことなく着実に実践し、適宜適切な進捗管理を行うこ

とを求めます。また、場合によっては積極的な内容修正も必要と考えます。 

本市では、近隣の自治体では例のない、大企業の第一線で働いて来られた方による業務

遂行方法に係る定期的なアドバイスや「方針管理（※4）の見える化」といった仕組みがす

でに導入されています。 

他の自治体と比較した場合、本市ではマネジメントサイクル（※5）作りがかなり進んで

いると言え、これからは職員の皆さんが「本気でやる」ことで、はじめて将来のまちがあ

るべき姿に近づいていくと考えています。このあるべき姿とは、皆で議論する中で、多く

の案を出しながらそれを見える化し、行動することで無駄がなくなり、業務工数（※6）の

削減や業務としての質の向上につなげることができる組織になるというものです。 

地方自治法第２条第１４項において、「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、

住民の福祉の増進に努めるとともに、最尐の経費で最大の効果を挙げるようにしなければ

ならない。」と規定されています。前述のあるべき姿は、この規定そのものと考えます。 

この答申は、特別難しいことを提言しているわけではなく、当然行うべきものを示しま

した。はじめは上手くできなくても、諦めずに続ければ必ず成果が出るようになります。

そしてさらに粘り強く続けることで、当然と思えるレベルも上がり続けます。 

皆さんの「本気」に期待しています。 

================================================================================ 

これを受け、本市においては、将来の目ざす姿の達成に向け、怯むことなく、諦めること

なく、粘り強く、本気で第６次行政改革を推進します。 

 

（※3）見える化：問題を発見し改善を図るためにあらゆる情報を可視化する取組のこと。 

（※4）方針管理：経営方針（目的・目標）を達成するために行う業務管理の仕組み・取組のこと。 

（※5）マネジメントサイクル：効率よく業務を行うための日常的な仕事の基本的な手順のこと。 

（※6）業務工数：業務完了までに要する作業量のこと。 
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２ 第６次行政改革大綱の位置付けと役割 

  本大綱は、本市第５次総合計画後期基本計画を上位計画とし、また、本市第５次総合計画

後期基本計画の実行性を担保するために、行政改革の視点により行政運営全般に係る方針や

事業の方向性を示すものです。 

  また、第６次行政改革大綱において示した方針や方向性は、第５次総合計画実施計画に反

映した上で、第６次行政改革大綱実施計画により当該反映状況の進捗管理を行うものとし、

本市内部の行政改革推進本部において推進します。なお、これらの推進状況については、経

営評価改革推進委員会（改革推進小委員会）に報告を行い、必要に応じて意見を徴します。 

 

 

（参考）本市総合計画のＰＤＣＡについて 

  本市においては、「計画（Plan）、実行（Do）、検証（Check）、改善（Action）のサイクル（PDCA

サイクル）により、第５次総合計画の進捗を管理しています。第５次総合計画を上位計画と

する本大綱や同実施計画についても、行政評価制度による検証を経た上で、必要があると  

認められた場合は、内容の見直し（改善）を図ります。 

 

第５次総合計画基本計画

第６次行政改革大綱

第６次行政改革大綱実施計画

実行手段

第５次総合計画実施計画

運営方針・方向性の
提示

運営方針・方向性
反映状況の進捗管理

実行手段 実行手段

【内部】行政改革推進本部（本部長：市長）

推進

【外部】経営評価改革推進委員会（改革推進小委員会）

報告 意見

報告

第６次行政改革大綱

第６次行政改革大綱実施計画

第５次総合計画実施計画

【Ｐ：計画】

【Ｄ：実行】

【Ｃ：検証】

【Ａ：改善】

行政評価制度による実行内容の検証

行政評価結果に基づく
改善内容の反映

担当課における
計画の実行

計画の策定

第５次総合計画基本計画

事務事業評価

施策評価
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３ 計画期間 

  本大綱は、本市第５次総合計画後期基本計画との整合を図る観点から、策定の日から平成

３２年度末までを計画期間とします。また、本大綱の実行手段である「第６次行政改革大綱

実施計画」については、市長任期の平成３０年度末までを第１期計画期間とし、平成３２年

度末までを第２期計画期間とします。 

 
 

４ 本市行政運営の現状と課題 

 ⑴ 現状 

   そもそも行政改革とは、「国や地方公共団体の行政機関について、その組織や運営を内外

の変化に適応したものに変えること。組織の統廃合、事務の効率化、規制緩和などを目的

とする。（出典：三省堂大辞林）」という取組のことをいいます。 

当然ながら、様々な事業をやめて市役所が楽になるというのは、行政サービスとしての

あるべき姿ではなく、行政改革でもありません。行政改革とは、無駄なものを削り、当然

やるべきことはやりながらも、将来のまちづくりに向けた投資が当然のものとして行われ

ている状態にすることを目的とした取組でなくてはなりません。 

平成２４年度から２８年度までを計画期間とした第５次行政改革では、取組当時におけ

る問題点等を鑑み、「経営の質の向上」をそのタイトルで謳い、これまで推進してきました。 

 この中で、マネジメントを重視し、近隣の自治体では例のない、大企業の第一線で働い

て来られた方による業務遂行方法に係るアドバイスや「方針管理の見える化」といった仕

組みを導入したところで業務や労務に関する管理の推進を図ってきました。 

今後においては、見える形でしっかりと財政的に良い状況とすることにより、将来のま

ちづくりに向けた財源を確保する必要もあり、これまでの中で向上した質を基本とし、次

のステップに移ろうとしている段階にあるのが今であると認識しています。 

現在の本市の財政状況は、国県補助に係る基準の変更、大規模事業、公共施設の維持管

理に係る後年度負担等、いくつもの不安定要素を抱えており、将来にわたり、安定的な財

政運営を担保できているとは言い難い状況にあります。 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

市長任期

総合計画

第５次行政改革大綱

第５次行政改革大綱実施計画

第６次行政改革大綱

第６次行政改革大綱実施計画
第１期

第５次

第２期
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国は、平成２７年６月３０日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針 2015～経

済再生なくして財政健全化なし～」（骨太方針）において、 

自治体については、自治体間での行政コスト比較を通じて行政効率を見える化し、自

治体の行財政改革を促すとともに、例えば歳出効率化に向けた取組で他団体のモデルと

なるようなものにより、先進的な自治体が達成した経費水準の内容を、計画期間内に地

方交付税の単位費用の積算に反映し（トップランナー方式）、自治体全体の取組を加速

する。集中改革期間において、早急に制度の詳細を具体化し、導入時期を明確に示すと

ともに自治体に準備を促す。 

という方針を定めました。これは、行政改革の進んだ上位団体（トップランナー）の歳出

状況を基準とし、それを超える部分の地方交付税は交付しないとする方式のことであり、

すでに本市にも影響が及んでいます。国は、段階的に同方式の範囲を拡大していくことと

しており、今後、その影響がますます大きくなることが予想されます。 

これを踏まえると、固定的な歳出（※7）が多くの割合を占め、公共施設が多く、自主財

源の尐ない本市は、基本的な考え方と仕組みを変えなければ将来的に立ち行かなくなる危

険性が低くないと判断されるところです。扶助費（※8）は徐々に増え続け、１００億円を

超えています。国県の補助はあるものの、市の負担割合を尐し変えられただけで、本市の

財政が瞬く間に悪化するということも将来的には懸念されるところです。 

したがって、今回の行政改革は、そういったいかなるリスク要因や環境の変化に遭遇し

たとしても、それに耐えうる仕組みをしっかりと築き、将来のための礎にするということ

を最大の使命とします。 

 

【これまでの行政改革と現状を踏まえた今後における行政改革の使命】 

 

前段階（Ｈ２４～）

今後（Ｈ２８～）

第５次行政改革

第６次行政改革

コンセプト「経営の質向上」

・マネジメント重視による業務・
労務管理の推進

いかなるリスクや環境変化に
遭遇しても、それに耐えうる仕組み

を築き、将来の礎にする

コンセプト

「あるべき将来」のために「本気で

やる組織」へ

現状（～Ｈ２８）

時系列

トップランナー方式開始

影響は今後増大

固定的な歳出が多い

公共施設が多い

自主財源が少ない

扶助費が増え続けている

基本的な考え方と仕組みを変えなければ
将来的に立ち行かなくなる

扶助費の負担割合変更により、本市
財政が瞬く間に悪化する懸念も

「 最大の使命 」

（※7）固定的な歳出：歳入の大きさに比例せず、一定の額が継続的に掛かる費用。正規職員の人件費、公債費、

公共施設に係る維持管理費等がある。 

（※8）扶助費：児童・高齢者・障害者・生活困窮者等への支援に要する経費。生活保護費・児童手当等がある。

法律に基づいて支出するものと、住民福祉の増進を図るために地方自治体が独自に支出するものがある。 

成
果
の
質 

取
り
巻
く
環
境
が
変
化 

さ
ら
な
る
高
み
を
目
ざ
す 
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⑵ 課題 

  ア 財政運営上の指針 

    そもそも行政改革自体は手段であり、その主要な目的は、将来にわたる財政の安定を

担保するため、内外の変化に適応できるよう機能や役割等を変えることにあります。 

本市においては、これまで、「財政見通し」という形による将来推計が定期的に行われ

てきましたが、それを踏まえた指針や考え方が示されることはありませんでした。 

 

イ 目的、目標に沿った事業の新陳代謝 

「行政サービスの対象者が尐数」、「一部の団体しか関わっていない」という自治事務

（※9）が、これまで見直されることなく続けられている状況も見受けられます。 

自治事務の使命は、第５次総合計画後期基本計画、市長マニフェスト等に掲げられた

目標の達成にあり、過去から続けてきたから今後も続けるというものではなく、目標達

成に寄与しない事業は廃止、見直しの対象とされるべきです。 

しかしながら現実的には、事務事業の新陳代謝が進まず、効果の薄い事業や対象者が

減尐した事業も未だに残っている状況となっているところです。一方で、時代の変化や

新たなニーズの発生に伴い、比較的容易に新たな事業が追加される傾向が伺え、結果、

事業の総量は減らずに増えるだけとなっています。 

この状況は、当然ながら事業費が財政を圧迫し、また、増える一方の業務量が職員の

疲弊を招いて人員総数の増加につながり、それが更なる財政の硬直化を招いてしまうと

いうような事態につながる危険性を孕んでいます。 

 

ウ 将来を見越した先行投資の考え方 

   若年層の失業、不登校や引きこもり、また、他自治体から転入した上で公営住宅に入

居し、本市の福祉制度を利用する等の状況が今後も予想され、現時点において、扶助費

の増加に歯止めがかかるとの見込みは立てづらい状況です。 

また、昨今、行政区の加入率は減尐傾向にあり、将来的な下げ止まりが期待できるよ

うな状態にもないことから、防災や見守りといった共助の取組を安定的に行うことが困

難になりつつある状況もあります。 

このように、現状分析に基づく将来予測シナリオを作成し、それを踏まえて早い時期

に先行投資を行い、将来負担の軽減を図るといった効率的な行政運営が出来ているとは

言い難い状況です。 

 

（※9）自治事務：国が本来果たすべき役割に係る事務（法定受託事務）以外の事務。法律・政令により事務処理が

義務付けられるものと自治体が独自の判断で行うものがある。 
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  エ 業務遂行方法の確立 

    本市総合計画の達成のためには、市民の将来のため、どういうことを、どのような協

力体制により、誰が何を、いつまでにという、当然の議論が職場で行われ、進捗管理を

し、結果を踏まえ振り返るという業務遂行方法を徹底する必要があります。 

本市では、「方針管理の見える化」の取組を開始しており、その状況確認と職場激励の

ために市長、副市長や大企業の第一線で働いて来られたアドバイザーによる職場訪問を

実施していますが、その際において、上記のような理想的な業務遂行が出来ていない旨

についての指摘も度々受けているところです。 

 

５ 行政運営の「目ざす姿」 

  行政改革が達成されている状態とは、現状に満足せず、将来的な目標を定めた上で日頃か

ら組織全体で前向きに業務に取り組み続けられているということを指します。 

これに基づき、以下のとおりの行政改革に資する取組及び成果に係る状況が、日常的に至

る所で見えるようになっているということを本市行政運営の「目ざす姿」とします。 

 

 

 

６ 今後の取組 

【取組方針１】 『トップランナーを目ざした取組』 

トップランナー（行政改革の進んだ上位団体）を目ざし、将来的な目標を定めた上で、

規律ある財政運営を行います。 

 

  ⑴ 財政運営指針に基づく行政運営 

将来にわたる財政安定を担保するための１０年程度先の財政運営指針を目標として掲

げ、その達成手段として本大綱を位置付け、進捗管理を行うことにより実行と実効性を

担保します。  

取組方針の遂行状況及び管理指標の達成状況が常に見えるようになっている状態

【取組方針１】

トップランナーを

目ざした取組

【取組方針２】

事業及び予算の

新陳代謝

【取組方針４】

事業の遂行方法

構築

【取組方針３】

先行投資による

後年度負担予防

本市行政運営の目ざす姿

【取組方針５】

歳入増加策の

推進

【管理指標】

財政運営指針
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 ⑵ 事業選択の仕組み構築 

新規事業を追加する際や大規模事業に係る前提条件が変更される際には、トップラン

ナーとの比較及び財政運営指針におけるシミュレーションをその都度行った上で、実施

の可否が判断されるといった、事業選択の仕組みを構築します。 

 

  ⑶ 適切な予算管理手法の構築 

   適切な予算管理手法を構築するため、事務事業に係る予算区分の見直しを適宜行い、

総合計画における目標体系に沿った事務事業の手段及び予算額の見える化を促進します。 

また、それと並行して、事業の実施意義や費用の妥当性や効率性を検証する「事務事

業の総点検」を行政評価制度と組み合わせて実施し、詳細項目まで確認した上での予算

額の妥当性に係る判断を行います。 

 

  ⑷ 公共施設の適正規模の検討 

本市は、人口１５万７千人規模の公共施設（延べ床面積ベース）を有していますが（出

典：田川市公共施設等総合管理計画）、当該施設に係る維持管理費が過大であるとトップランナ

ー方式の中で認定され、すでに地方交付税への影響が生じています。 

このことから、ごみ処理場及びし尿処理場等の建設をはじめとした、広域連携と共同

化に向けた一連の流れの中で将来の人口規模に見合った公共施設の適正規模についての

検討も始め、削減に向けた方向性を見定めます。 

なお、今後の公共施設のあり方については、「公共施設等総合管理計画」において検討

を進めることとしていますが、前述のトップランナー方式との関連が強いことから、両

者に係る俯瞰的な視点に基づく議論を本市行政改革推進本部等において行い、方針決定

につなげるものとします。 

 

【取組方針２】 『事業及び予算の新陳代謝』 

   本市の人口減尐傾向を踏まえた上で、これからの事業選択と人的資源配分を行う必要が

あります。そのため、１０年程度先に現在と比較して、１課１人程度の正規職員を削減し

たとしても、職場を回すことができる水準へ向けて、以下の観点で業務量の削減を推進し

ます。また、これとあわせて業務の質を担保した正規職員数と非正規職員数のバランス調

整、正規職員数の年齢的なムラの解消、職員のスキル育成等も推進します。 

 

⑴ 事業を削る、やめる、シンプルにする 

新規事業（自治事務）に係るサンセット方式と以降における当該事業の継続判定に資

する検証の仕組みを導入し、事業の自然増を防止します。 
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⑵ 直営廃止、民間委託化等の推進 

現に民間で実施している場合、あるいは民間でも実施できるものを行政が行っている

場合は、直営廃止、民間委託化等の取組を進めます。また、既に民間委託化した案件に

ついても費用面の精査を行い、必要であれば低減に取り組みます。 

なお、これにあたっては、将来にわたる人口推移や民間事業者の動向等を勘案しなが

ら進めることとしますが、前述のトップランナー方式の中で定められている民間委託化

等の取組については、特に重点的に推進します。 

   

⑶ 負担金補助及び交付金の適正化 

負担金補助及び交付金に関しては、平成２７年１２月に「田川市補助金等適正化方針」

を定め、補助対象経費及び補助率の適正化、団体運営費補助から事業費補助への移行、

補助対象者の要件の厳格化、サンセット方式（※10）の導入等の取組を進めています。 

今後においては、補助金等適正化方針に基づき、負担金補助及び交付金の精査を行う

仕組みを構築した上で、予算への反映を推進します。 

 

⑷ 事業や事務をまとめる 

    業務を細かく分け過ぎると、スケールメリットが働かずに無駄が生じ、費用や業務量

が増えてしまうことになりますが、本市においては目的が同じであるのに別々の事業と

なっているケース、同一事業の中であっても相手方に合わせて別々の手法を採用してい

るケースや詳細過ぎる分割発注を行っているケース等が散見されます。 

このような、まとめると市民サービスの水準は落ちずに安価におさまると考えられる

ケースは、事務レベルまで広げれば、相当数にのぼるものと考えられることから、事業

費のみでなく事務のやりやすさの観点も含めた検証を各職場で行い、より安価で業務負

荷が軽減される方向への改善を推進します。 

 

【取組方針３】 『先行投資による後年度負担の予防』 

   いわゆるトータルコスト（※11）の考え方に基づき、目先ばかりを追うことなく事務事業

や公共施設の開始から終わりまでの間において、どの段階にいくらの費用を掛けることで、

全体の費用を抑えるといった、長期的なシミュレーションに基づく事業運営の仕組みを構

築した上で、以下のような懸案事項の解決に向けて取り組みます。 

 

  ⑴ 学力向上取組の推進 

これまでも様々な工夫により生活保護費の低減に取り組んできましたが、若年層の失

（※10）サンセット方式：法律・予算・事業等に期限を設け，その期限を過ぎると自動的に廃止する方式のこと。

（※11）トータルコスト：製品や構造物などを製造してから廃棄するまでに要する全ての費用のこと。 
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業者や引きこもりといった新しいタイプの生活保護が、この先において増加することも

予想されることから、更なる取組を進めます。 

相談や支援による就労の実現、過剰な医療費の抑制といった現状への対処と並行して、

隂山メソッド、小河式、青山学院大学との連携の推進、まなび塾を各校区に拡大した上

で、就学支援事業との連携を構築する等の学力向上に係る取組や教育部と市民生活部の

連携による 0～18 歳までの支援等の先行投資の取組強化により、後年の生活保護費増大

リスクの抑制を図ります。 

 

⑵ 地域担当職員制度の推進 

人口が減っても安全安心で住みやすいまちであり続けるためには、行政区の存在や活

動が欠かせません。しかし、行政区に加入することのメリットの曖昧さや高齢者の脱退

等により、現在の行政区加入率は７割を切る状況となっており、自主防災や見守りとい

った、共助として地域にお願いしたい分野の将来が危うくなっています。 

そこで、職員の人材育成及びコミュニティ活動に係る支援の促進を目的とした地域担

当職員制度を導入し、行政区における問題の早期発見や対策の実施につなげるといった

取組の推進を図ります。 

 

  ⑶ 小学校のあり方の検討 

本市は、幸いにも子どもの極端な減尐傾向は見受けられず、将来的に複式学級になる

ことも想定されてはいませんが、市内小中学校の一部には１クラスの学年も存在します。 

小学校の統合を考えた場合、広範囲での学校統合は、特に低学年の児童に係る通学の

不安が残ります。また、地域コミュニティや災害時の避難拠点としての機能が近年、学

校に求められていることから、小学校が地域から無くなるリスクやデメリットも考えら

れます。 

 一方で、小学校課程から中学校課程までの義務教育を一貫して行う学校である義務教

育学校（※12）については、一つ目は猪位金学園の小中一貫校の成果を生かすことができ

ること、二つ目は、複数の学校の児童が集まることで、様々な形で一緒に活動や勉強す

ることができ、子ども達もよい刺激を受けるなど、高い教育効果が期待できるといった

メリットが想定されます。 

    今後においては、複数の小学校が存在することの成果や経費等も踏まえながら、中学

校と小学校における施設分離型義務教育学校としての環境整備等を含めて、慎重な検討

を進めます。 

 （※12）義務教育学校：小学校と中学校を一つに統合した学校のこと。教育内容は、「前期課程（小学校に相当）」

と「後期課程（中学校に相当）」に分けられ、前期課程と後期課程の校舎が同じ場所にある「施設一体型」

と校舎が別の場所にある「施設分離型」がある。 
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  ⑷ 広域行政のあり方の検討 

    本市は田川広域定住自立圏（※13）の形成に向けた最初のステップとなる、「中心市宣

言」を行い、「定住自立圏形成協定」を田川郡７町村と締結した上で、ごみ処理・し尿処

理施設の広域運営、地域公共交通網の再編等、計２０もの事業を進めています。今後に

おいては、広域化することで効率化の促進が期待される水道事業等についても、そのあ

り方に係る検討を進めます。 

 

【取組方針４】 『取組に係る遂行方法の構築』 

本市が策定した計画類については、これまでにおいても実施計画等を策定し、都度、進

捗管理を行ってきたところです。しかしながら、実施計画の内容自体が抽象的で進め方や

段取り等の具体策が定まっていなかったり、進捗管理の頻度が年度終了後の年１回であっ

たりという要因により、実行につながっていない状況も見受けられます。 

また、物品等の調達を行う際、契約額を適切な水準におく機能が構築されていないため

に、市場価格に沿った価額による業務遂行を担保しているとは言い難い状況があることか

ら、こういった取組に係る遂行方法の構築を進めます。 

 

⑴ 計画類に係る進捗管理の徹底 

    本市の計画類に「実施計画の工程表」を添付した上で、部署内における月１回程度の

進捗確認を実施した上で計画の遅れ進みを確認し、その状況を上司等に報告することを

ルール化し、本市行政運営の確実な遂行を担保することとします。 

 

⑵ 調達に係る精度の向上 

調達ガイドラインを整備した上で定期的な研修を行う等の契約額を適切な水準におく

機能構築に係る取組を進めます。 

 

【取組方針５】 『歳入増加策の推進』  

トップランナー方式において、市税徴収率の段階的な引き上げが求められたこともあり、

税収の増加に努めるとともに、本市運営に資する事業費や歳入のあり方について、寄附の

仕組みを活用する等の工夫や見直しを推進します。 

 

⑴ 市税の徴収強化 

  トップランナー方式における市税徴収率の達成に向け、税収の増加に努めます。 

 
 
 
 （※13）定住自立圏：地方における人口定住の受け皿として、自治体により形成される圏域のこと。各々の連携に

より生活機能の確保のための事業を実施することで人口定住を図る。 
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⑵ 事業費捻出に係る工夫の促進 

  ふるさと寄附金の増加に向けた取組を進めるとともに、クラウドファンディング（※14）

等の寄附の仕組み等の活用も含めた事業費捻出に係る工夫を促進します。 

 

⑶ 使用料手数料の見直し 

  「費用対効果」の観点による現行の使用料手数料についての妥当性に係る検討を行い、

必要と判断された場合は見直しを図ります。 

 

⑷ 土地の売却促進 

  中学校再編等で行政財産の用途が廃止される土地等、一定規模以上の土地については、

積極的な売却を推進します。 

 

  ⑸ 用途廃止施設の活用策検討 

用途が廃止される学校施設について、多様な視点による速やかな活用策の検討を進め

ます。 

 

 

 

 

（※14）クラウドファンディング：ある目的を達成するためのアイデアやプロジェクトを持つ起案者が、専用の  

インターネットサイトを通じて世の中に呼びかけ、共感した人から広く資金を集める仕組みのこと。 
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