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はじめに  ～第四行政改革大綱の初年度の取組み～ 

 

 

 単独のまちづくりを着実に推進していくため、公共サービス提供のあり方その 

ものを見直し、住民、行政区、ボランティア、ＮＰＯ、事業者、町行政などの本町の公

共サービスに関わる多様な主体が、それぞれの役割と責任を自覚して、 

対等の立場で協力し合い、総力をあげて、これからのまちづくりを支える新たな仕組み

として、『単独のまちづくりを支える地域協働システム』の確立を目指します。 

その上で、組織・人事管理・事務事業を始めとする町行政運営の効率化・合理化をよ

り一層進め、健全な財政運営を維持することを基本方針として、平成 18 年３月に『第

四次行政改革大綱』を策定しました。 

この大綱に基づき、計画期間である平成 18 年度から平成 22 年度までの５年間に 75

の個別取組事項について、具体的な目標を掲げ、着実な成果が上がるよう、積極的に取

り組みます。 

  つきましては、計画の初年度(平成 18 年度)に掲げた個別取組事項の取組状況やその

成果等をここにまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●第四次行政改革大綱の概要 

★第四次行政改革大綱の概要は以下の構成になっています。 

1.改革の基本方針 

 

 

 

 

「単独のまちづくりを支える地域協働システム」の確立。 

住民、行政区、ボランティア、NPO、事業者、町行政などがそれぞれの役割と責任を自覚し、対

等の立場で協力し合い、まちづくりを支える新たな仕組みです。 

その上で、組織・人事管理・事務事業を始めとする町行政運営の効率化・合理化をより一層進

め、健全な財政運営を維持していきます。 

 なお、行政改革の推進にあたっては、具体的な目標を掲げて取り組みます。 

2.改革の視点 

 【町行政と住民等の協働の視点】 

≪町行政が果たすべき役割・機能の見直しと住民等との協働の推進≫ 

住民、行政区、ボランティア、NPO、事業者、町行政など三好町の公共サービスに関わる多様

な主体がどのような役割・責任を担うべきかを検討し、各主体が協力し合い、協働で三好町の公

共サービスを提供する地域協働の仕組みづくりを進める。その中で、住民のニーズを十分に踏ま

え、町行政の果たすべき役割・機能の検討、見直しを行う。 

 さらに町行政サービスの質の向上とより開かれた透明性の高い町政の実現を目指し、ICT（情

報通信技術）の活用などにより、住民のニーズの的確な把握、住民等への迅速な情報伝達などを

図っていく。 

 また、町行政活動の一部を補完し、又は代行してきた町関係団体について、その役割の見直し

や経営改善の推進に取り組む。 

 

【町行政運営の効率化・合理化の視点】 

≪組織・人事管理・事務事業を始めとする町行政運営の見直し≫ 

 町行政運営の効率化・合理化をさらに進めるため、人材育成の強化、職員の意識改革、能力の

向上や新たな人事・給与制度の導入などを推進し、また、定員の適正な管理を図っていく。 

 さらに、政策や施策を着実に実行できる総合力・機動力を備えた住民にもわかりやすい組織の

構築、行政評価の導入や公共施設の見直しなど効率的・効果的な行政運営に向けた取組を進める。 

  

【財政的な視点】 

≪安定した行政運営のための見直し≫ 

将来にわたり安定した行政運営を持続できる健全な財政運営を確立する。 

また、限られた財源を様々なニーズに的確に配分し、住民の暮らしを将来にわたって支えられ

る財政力を蓄えることが必要であり、あらゆる角度から歳出の削減、歳入の確保に努め、柔軟な

財政構造を維持する。 

 

 

 

 

 



3.計画期間 

  計画期間は平成２２年度までの５年間(平成１８年度～２２年度)とする。 

 

4.重点取組課題 

  この第四次行政改革大綱では、以下の５つの課題を、特に重点取組課題と考え、町全体で協

力に取組を進める。 

 

①民間活力の活用・住民等との協働の推進  

  住民等、町の公共サービスに関わる多様な主体がどのような役割・責任を担うべきかを検討 

し、各主体が協力し合い、協働で町の公共サービスを提供する地域協働の仕組みづくりを進め 

る必要がある。 

 

②人材の育成・職員の意識改革 

  職員が問題意識を持ち、時代の流れに柔軟に対応した効果的・効率的な行政サービスを創造 

し、中立公正で住民本位の行政サービスができるよう、人材の育成と職員の意識改革を図る必 

要がある。 

 

③定員・給与等の適正な管理 

  職員の勤務意欲に配慮しつつ、定員及び給与等の適正な管理に努める必要がある。 

 

④行政評価による施策・事務事業の見直し 

  住民に必要な行政サービスを効果的・効率的に展開し、住民が安心して行政を実現していく 

必要がある。 

 

⑤公の施設の見直しと指定管理者制度の積極的活用 

  公の施設においては、社会的役割の変化や町の果たすべき役割と機能に合わせて、存置の必 

要性を含めて、あり方を見直すとともに、指定管理者制度の積極的な活用を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第四次行政改革大綱の平成 18 年度の取組状況 

第四次行政改革大綱における平成 18 年度の取組状況は、以下のとおりです。 

取組の内容  個別取組事項数 18 年度 次年度(19 年度) 

１町行政と住民等の協働の視点  

 ①町の果たすべき役割と機能の見直し 11 11 11 

 ②地域協働の推進 14 14 14 

 ③町関係団体の見直し 5 5 5 

２町行政運営の効率化・合理化の視点  

①職員の意識改革及び定員、給与等の人事

管理全般の見直し 
10 10 10 

②総合力、機動力を備えた組織への再構築 5 5 4 

③成果重視の効率的、効果的な行政運営 11 11 9 

 

④公共施設の見直し 9 9 9 

３財政的な視点  

①健全な財政運営の維持 2 2 2 

②歳出の抑制と歳入の確保 6 6 5 

 

③財政の弾力性の確保 2 2 2 

合     計 75 75 71 

 

取 組 み 結 果 18 年度 次年度(19 年度) 

完        了 3 － 

廃        止 1 － 

継        続 71 71 

目標どおり達成できた (7) － 

目標どおり実施できた (56) － 

目標に対し一部達成 （4） － 

 

 

目 標 に対し未達成 (4) － 

合        計 75 71 

  ※目標どおり達成できた ⇒ 目標数値が数値で表されるもの 

   目標どおり実施できた ⇒ 目標数値が数値で表されないもの 

 

【完了項目⇒３】 

       

41 収入役の廃止 ⇒ 平成 18 年４月１日廃止 

 

   47 施策別予算編成、執行権限の検討 ⇒ 平成 19 年度当初予算から施策別予算編成を実施。執行権限は 

     検討した結果、現状維持とする。 

 

   69 前納報奨金制度の見直し ⇒ 見直しの結果、当分の間は従来どおり前納報奨金制度を継続させる。 

 

 

 



【廃止項目⇒１】 

 

   51 公募型指名競争入札の実施 ⇒ 平成 18 年度末をもって公募型指名競争入札を廃止とし、平成 19 年４ 

月から一般競争入札に切り替える。 

 

【目標に対し一部達成⇒４】 

 

   45 女性委員の登用 ⇒ 女性委員 30％以上の登用に対し、28％(19 審議会等数 77/275 人)の登用であ 

る。 

     ※目標値に対し、93.3％の達成 

 

   52 事務改善提案制度の推進 ⇒ １人１提案以上 420 件に対し、369 件の事務改善提案である。 

         ※目標値に対し、87.9％の達成 

 

      55 環境管理要綱による環境負荷の軽減 ⇒ 平成 18 年度に開校した三好丘中学校により、率先行動計画 

     の対象範囲が拡大したことによる。 

目標値は 17 年度の２％削減に対し、0.73％の削減である。 

※目標値に対し、36.5％の達成 

 

   73 三好町納税推進員の設置 ⇒ 納税推進員５名に対し、４名の委嘱である。 

     ※目標値に対し、80.0％の達成 

 

【目標に対し未達成⇒４】 

 

18 行政区のあり方の検討 ⇒ 「行政区あり方検討委員会」において、今後の行政区のあり方を検討し 

たが結論には至らなかったので、今後は「地方自治制度あり方研究会」において、引き続き行政区のあ 

り方の方針を検討する。 

 

   22 ＰＦＩの導入の検討 ⇒ 可能性のある事務事業についてＰＦＩの導入を調査した結果、該当する案件 

がないので検討には至らなかった。 

 

   23 国、県からの権限委譲の検討 ⇒ 15 の事務事業(①土地の所在及び面積等の届出の受理等、②煙火消 

費の許可等、③電気用品の販売業務に関し報告させること等、④液化石油ガス設備工事の届の受理、⑤ 

鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請の受理等、⑥墓地又は納骨堂の経営の許可等、⑦特定製 

品の販売の事業を行う者の業務状況に関し報告させること等、⑧商店街整備計画の認定等、⑨商工会及 

び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律による基盤施設計画の認定等、⑩屋外広告物法に 

よる違反に係るはり紙の除却・違法なはり札等、広告旗又は立看板等の除却等、⑪水道法による必要な 

措置をとるべき旨の指示等、⑫家庭用品品質表示法等による表示事項を表示すべき旨等の指示等、⑬市 

町村が設置する専修学校の設置廃止および目的の変更等の認可等、⑭認可外保育施設の設置等の届出の 

受理、調査等、⑮死亡獣畜の解体等の許可)について調査した結果、該当する案件がないので検討には 

至らなかった。 

 

   68 補助金の見直し ⇒ 補助金と交付金の仕分けは、平成 20 年度の見直しに向け、引き続き行う。 

 



●行政改革の取組効果

※第三次行政改革の効果額、取組達成率の考え方

　効果額⇒削減だけを考慮した単年度の効果額

　取組達成率⇒単年度の取組事項のうち

　　　　　　　完了した取組事項の割合

※第四次行政改革の効果額、取組達成率の考え方

　効果額⇒自主財源収入や削減を考慮した単年度の効果額

　取組達成率⇒18年度の取組事項のうち

　　　　　　　18年度の目標に対し達成した取組事項の割合

取　組　の　推　移
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効果額

取組達成率

　　　　　　　　　　　　　     第三次行政改革 第四次行政改革

平成18年度効果額(83,985千円)の内訳
電子申請・届出システムの対象手続の拡大(窓口対応時間の削減)　⇒　100千円
ICT関連経費の縮減(消耗品の削減)　⇒　67千円
広域行政のあり方の検討(消防団事務の一部移管に伴う時間外手当の軽減)　⇒　458千円
町関係団体の経営改善の支援(土地改良区・観光協会の経費削減)　⇒　7,943千円
町関係団体への委託業務・補助事業の検証及び見直し(補助事業の見直しによる削減)　⇒　2,696千円
職員定員の適正管理　⇒　42,500千円
手当の見直し(年末年始手当の見直しによる削減)　⇒　18千円
収入役の廃止　⇒　15,900千円
附属機関の見直し(文化財保護審議会の開催回数の見直しによる削減)　⇒　83千円
行政評価による施策・事務事業の見直し(会計事務の見直しによる削減)　⇒　192千円
事務改善提案制度の推進　⇒　13,685千円
指定管理者制度の導入　⇒　192千円
交際費執行基準の見直し　⇒　151千円

11
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61
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59
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58

25
46

注）
内 18年度
の目標に対
し達成した
取組事項数

第四次行政改革
個別取組事項数

71
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●第四次行政改革大綱の成果 

 ★平成 18年度は、83,985千円の効果を上げました。 
  内訳は、以下のとおりです。 
  

取組の内容 

個別取組事項 取組結果 取組実績 

1 町行政と住民等の協働の視点 
 ①町の果たすべき役割と機能の見直し 

1 住民参加による新たな総合

計画の策定 

《政策推進課》 
 

※目標どおり実施

できた

・新総合計画策定のための審議会等の開催 

・専門部会、作業部会のまちづくり課題整理、検討

・アンケートの実施 

 町 民(1/15～1/31) 2,500 人 回収率 45.8％ 

 中学生(12/1～12/15)1,652 人 回収率 95.0％ 

 農業者(1/15～1/31)  236 人 回収率 52.1％ 

・各種データの収集、分析及び資料作成 
２定期的な住民意識調査の

実施 

《財政課》 

※目標どおり実施

できた

・施策の重要度、満足度の実態調査を実施 

 町 民(1/15～1/31) 2,500 人 回収率 45.8％ 

３町税納付手段の拡大 

《収納課》 

 

※目標どおり実施

できた

・税総合システムの改修完了 

・歳入システムの改造完了 

・２月よりコンビニ収納開始 

４電子申請・届出システムの

対象手続の拡大 

  《情報システム課》 

 

 

※目標どおり実施

できた

・電子申請、届出システムの手続き 

①特定建設作業の実施の届出(1 件) 

②職員採用試験の申込(1 件) 

③総務・保険年金・福祉課関係手続き(11 件) 

 ※効果額⇒△100 千円(窓口対応時間の削減) 

５共同利用型施設予約シス

テムの導入検討 

  《情報システム課》 

※目標どおり実施

できた

・「共同利用型施設予約システム」が 1 次稼動した

内容などの調査を実施 

・2 次・3次稼動分は 19 年度以降調査 

６統合型 GIS(地理情報シス

テム)の導入 

  《都市計画課》 

※目標どおり実施

できた

・庁内 GIS 研究会の開催(6 回) 

・統合型 GIS のデモの実施(2 日間) 

・庁内統合型地理情報ｼｽﾃﾑの整備方針の検討 

７ICT 関連経費の縮減 

  《情報システム課》 

 

※目標どおり実施

できた

・内部事務系システムの更新や新規導入などの調査

研究を行い、「中間報告書」を作成 

・住民記録システムや税総合システムの導入時期

は、平成 21 年度まで見送り 

 ※効果額△67 千円(消耗品の削減) 

 
 
 
 
 
 
 

８多様な広報広聴活動の実

施  

《広報情報課》 

※目標どおり実施

できた

・広報みよしの発行(毎月 1日・15 日) 

・皆さまと語る会の開催(6 地区ｺﾐｭﾆﾃｨ単位) 

・各種団体とのミニ懇談会の開催(5 回) 

 



 
９ホームページの充実 

 《広報情報課》 

 

※目標どおり実施

できた

・ウェブ･アクセシビリティに配慮したホームペー

ジの内容とする 

・機構改革に伴う業務案内の変更 

10 議会映像の配信 

 《議事課》 

 

※目標どおり実施

できた

・インターネットの配信(10/2～) 

 ※インターネットアクセス件数⇒1,135 件 

11 議会会議録のインターネ

ット配信 

《議事課》 

※目標どおり実施

できた

・会議録の配信(9/1～) 
 ※インターネットアクセス件数⇒926件 

②地域協働の推進 
12 地域協働の推進体制の充

実 

《職員課》 

 

※目標どおり実施

できた

・企画部に政策推進室を設置(4/1) 
・住民の生涯学習、交流及び活動支援業務を一元化

した町民協働部、町民生活等に関わる業務を一元

化した町民生活部を新設 
13 地域協働のあり方の検討 

 《町民活動支援課》 

 

※目標どおり実施

できた

・NPO、協働相談窓口の開設(4/1) 
※相談件数⇒10件 

・NPO団体との意見交換の実施(9回) 
14 地域協働に関する職員研

修の実施 

 《町民活動支援課》 

 

※目標どおり実施

できた

・職員研修の開催(3回) 
・各所属単位における「協働によりできる事業」と

「把握している NPO団体」の調査の実施 
・協働の現場研修の実施(2回) 

15 総合型地域スポーツクラ

ブの拡充 

《スポーツ課》 

 

※目標どおり達成

できた

・なかよし地区のスポーツ参加者数が前年対比で

19.1％増(803人)  延べ参加者数 4,997人 
・みなよし地区の会員募集を開始 
 会員⇒213人 

16 地区まちづくりの人材の

育成と活動への支援 

 《都市計画課》 

※目標どおり実施

できた

・「みよしまち育て塾」の開催(6回) 
 9/16、10/14、11/11、12/16、1/27、2/24 

17 学校安全ボランティアの

組織化 

《学校教育課》 

※目標どおり達成

できた

・スクールガード前年対比で、292.6%増(1,267人) 
・募集したスクールガードの協力を得て、伝達訓練

や事件回避訓練を実施 
18 行政区のあり方の検討 

 《町民活動支援課》 

 

※目標に対し未達

成

・行政区のあり方検討委員会の開催(3回) 
・行政区のあり方を検討したが結論には至らないの

で、今後は「庁内部検討委員会」において、引き

続き行政区のあり方の方針を検討 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 特色ある地区まちづくり

の推進 

 《都市計画課》 

 

※目標どおり実施

できた

・地域が独自の創意工夫により、特色ある地域づく

りを推進するための調査研究費(100千円)を支援 
 ※支援地区⇒平池、東山、三好丘桜 

 
 



20 消防団の見直し 

 《防災安全課》 

 

 

 

※目標どおり実施

できた

・きたよし地区の消防団の今後を検討する会議を開

催(3回) 
・分団管轄区域及び分団数の見直し及び機能別分団

の必要性について協議(2回) 
・今後の取組内容及び目標年次について、検討 

21 民間活力の活用の推進 

 《関係各課》 
 

※目標どおり実施

できた

・民間業務委託の継続実施 
【公の施設】⇒151施設(前年対比 +1.3%) 
【事務関係】⇒449件  (前年対比 △1.3%) 

22 PFI の導入の検討 

 《関係各課》 
 

※目標に対し未達

成

・可能性のある事務事業について PFIの導入を調査
した結果、該当する案件がないので検討には至ら

ない 
23 国、県からの権限委譲の

検討 

《政策推進課》 

※目標に対し未達

成

・15 の事務事業について調査した結果、該当する
案件がないので、検討には至らない 

24 広域行政(ごみ、し尿、斎

場、農業共済、消防救急、

水道)のあり方の検討 

《政策推進課、環境課、農

政商工課、防災安全課》 

 

※目標どおり実施

できた

・豊田三好事務組合と豊田市を含めた今後の事業の

あり方検討会の開催(7回) 
・ポンプ操法訓練指導及びポンプ操法大会事務の消

防署への一部移管、消防署による防災訓練の計画

立案の協力 
 ※効果額⇒△458千円(時間外手当の削減) 

25 広域的な公共交通の検討 

 《政策推進課》 

 

※目標どおり実施

できた

・豊田三好 1次交通圏交通計画の策定(3/22) 
・豊田三好交通圏計画協議会の開催(4回) 
・三好町交通基本計画の策定(3/2) 
・三好部会の開催(6回) 

③町関係団体の見直し 

26 町関係団体の経営改善の

支援 

 《秘書広報課》     ⇒ 

 

 

 

《農政商工課》      ⇒ 

 

※目標どおり実施

できた

・協会賛助会員の増加 
個人会員 267人(前年対比 7%増 18人) 

 団体会員 46団体(前年 2団体増) 
・基本財産(2億円)運用の効率性の追求 
・組織、給与の見直し、経営状況の公表、監査、点

検評価を実施 ※効果額⇒△1,331千円 
・各まつりの開催に伴う経費削減 
※効果額⇒△6,612千円(事業費の削減) 

・観光協会役員の人員削減(△1名) 

 
 
 
 

27 町関係団体に対する町の

関与の見直し 

《秘書広報課》     ⇒ 

《高齢福祉課》     ⇒ 

 

《学校給食センター》  ⇒ 

 

※目標どおり実施

できた

 
・外国語の能力の高い者を臨時任用することなどに 
より、町職員の派遣数を見直す 

・シルバー人材センターの充実を図る必要から、部

長職を派遣 
・給食業務にふさわしい勤務体制とするため、町職

員の派遣数を 1名増(2名⇒3名) 
 



28 町関係団体への委託業

務、補助事業の検証及び見

し 

《秘書広報課》   ⇒ 

《農政商工課》   ⇒ 

※目標どおり実施

できた

 
・町民海外派遣事業、友好都市コロンバス市ふる

さと交流事業の廃止 
※効果額⇒△2,696千円(補助金の廃止) 

・事業の必要性、費用対効果を検証し、補助金を

見直し 
29 三好町土地開発公社のあ

り方の検討 

《道路下水道課》 

 

※目標どおり実施

できた

・全国、県内の土地開発公社の統廃合などの動向

調査を実施 
※公有地の処分が進められ、町の債務負担額が

大幅に減少(平成 18 年度町買戻額 554,811 千
円  残額 225,579千円) 

 

30 三好町カヌー協会のあり 

  方 

《スポーツ課》 

※目標どおり実施

できた

・「カヌーのまち・三好」として、当面現状どおり

事業実施 

2 町行政運営の効率化・合理化の視点 
 ①職員の意識改革及び定員、給与等の人事管理全般の見直し 
 31 新たな人材育成方針の策

定と研修の実施 

  《職員課》 

 

※目標どおり実施

できた

・人材育成基本方針策定委員会の設置(8/31) 
・人材育成に関する職員アンケートの実施 
 (9/4～9/15) 
・計画的な研修計画を立案し、職務に応じた職員

研修の実施 
・人材育成基本方針の決定(3/9) 

 
 

32 計画的なジョブローテー

ションの実施 

 《職員課》 

 

※目標どおり実施

できた

・計画的なジョブローテーションを実施するため

の職員個々の研修履歴・職歴データの整理 
・職員の自己申告、勤務評定及び職歴データを参

考に、人事異動の通知(3/22) 
33 職員定員の適正管理 

   《職員課》 
 

※目標どおり達成

できた

・定員管理計画の策定(4月) 
・所属別定員ヒアリングの実施(8/18～8/24) 
・所属別定員見直し案の作成(9/4) 
・平成 19年度定員は、計画どおり 5人削減 
※効果額⇒△42,500千円(職員定員の適正管理) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 給与の見直し 

  《職員課》 

 
 
 
 
 
 
 
 

※目標どおり実施

できた 

 

 

 

 

 

 

 

・人事院勧告等改定の動き等を注視し、国、県、

近隣市町等との均衡に配慮し、給与の見直しに

取り組む 
① 官民給与の較差(0.00%)が極めて小さく、月例
給の水準改定の見送り 

② 期末・勤勉手当(ボーナス)は、民間の支給割合
と概ね均衡し、改定なし 

③ 比較対象企業規模など官民給与の比較方法の

見直し 
④ 給与構造の改革の計画的な実施 

 



 
 

  広域異動手当の新設、棒給の特別調整額の定額

化等 
35 手当の見直し 

  《職員課》 

 

※目標どおり実施

できた

・支給目的や社会情勢の変化などを踏まえ、手当

ての見直しに取り組む 
・国、県、近隣市町の状況並びに町民病院が平成

19 年度より地方公営企業の全部適用を受けるこ
とを受け、12 月議会に特殊勤務手当条例の一部
改正を上程し、可決 

・年末年始手当、医療手当、夜間看護等手当の廃

止及び訪問看護手当の新設 
 ※効果額⇒△18千円(年末年始手当の見直し) 

36 特別職報酬等の見直し 

  《職員課》 
※目標どおり実施

できた

・特別職報酬等審議会への諮問の是非 
(18年度は特別職報酬等審議会の開催はない) 

 
37 給与等の状況の公表 

   《職員課》 

 

※目標どおり実施

できた

・人事行政の運営等の状況を、役場の掲示板及び

町ホームページで公表(2/1) 
・給与等の公表を「広報みよし 2/1号 HotLine」に
掲載し、公表 

38 福利厚生事業の見直し 

  《職員課》 

 

※目標どおり実施

できた

・個別事業目的や社会情勢の変化などを踏まえ、 
職員の福利厚生の見直し案を作成 

39 福利厚生事業の状況の公 

  表《職員課》 

 

※目標どおり実施

できた

・人事行政の運営等の状況の公表にあわせ、福利

厚生事業の状況を役場の掲示板及びホームペー

ジで公表(2/1) 
40 新しい人事評価制度の導  

   入《職員課》 

 

※目標どおり実施

できた

・人事評価制度の取り組み 
①部次長目標等設定(4/5まで) 
②面談による難易度調整実施(4/10) 
③課長級目標設定(4/12まで) 
④課長級難易度調整実施(4/26) 
⑤課長補佐級以下の目標設定(5/12まで) 
⑥課長補佐級以下の職員の難易度調整実施 
  (7/4～7/20) 
⑦自己評価提出(1/15) 
⑧最終評価(1/31) 
⑨最終評価結果を新年度昇任・昇格及び昇給に反

映(3月末) 
②総合力、機動力を備えた組織への再構築 

 

41 収入役の廃止 

  《職員課》 

 

※平成 18 年度完了

(平成 18 年 4 月 1

日廃止)

・H18.4.1収入役を廃止 
※効果額⇒△15,900千円(収入役の廃止) 
 

 
 



42 組織、機構の見直し 

  《職員課》 

 

※目標どおり実施

できた

・政策推進室を設置(4/1) 
・組織、機構全体の見直しのため、主な県下市町村、

県外の市町の組織・機構を調査し、取りまとめ 
(5月～9月) 
・組織、機構改革案を作成し、12 月議会に部設置
条例改正の議決を得、３月に事務分掌規則並びに

職務権限規定の改正 
【機構改革の主な概要】 
①組織の統合等 
町長事務部局  
５部１室 28課 ⇒ ６部１室 24課 

 教育委員会事務局 
 ２部９課 ⇒ １部３課(統合) 
②政策推進部の設置 
政策形成及び政策の総合調整機能を強化し、計

画行政と行政改革の推進 
③町民生活部の新設 
 住民の生活に直接的に関与する手続き、相談業

務を一元化 
④町民協働部の新設 
 生涯学習、交流及び活動支援業務を一元化 

43 附属機関の見直し 

   《財政課》     ⇒ 
   《都市計画課》   ⇒ 
 
 
《歴史民俗資料館》 ⇒ 

 

※目標どおり実施

できた

・委員数を見直し、効率性を図る 
※行政改革推進委員会 14人⇒12人 

・都市計画に関する事項の適切な施行・審議のため

都市計画審議会を開催(2回⇒4/28、12/7) 
・まちづくり審議会を開催(1回⇒4/27) 
・効率的な文化財保護審議会の実施 

(H17年度 4回⇒H18年度 3回) 
 ※効果額⇒△83千円(効率的な審議会の実施) 

44 公募委員の登用 

   《環境課》     ⇒ 
  《保険年金課》      ⇒ 
 

※目標どおり実施

できた

 
・環境審議会に公募委員 3名登用(3名/16名中) 
・国民健康保険運営協議会の公募委員を公募 

(1名/12名中) 

 
 
 
 
 
 
 
 

45 女性委員の登用 

   《保険年金課》      ⇒ 

  《環境課》         ⇒ 

 

《都市計画課》   ⇒ 

 
《町民活動支援課》 ⇒ 

 

※目標に対し一部

達成 
( 目 標 に 対 し

93.3%達成)

・国民健康保険運営協議会委員の女性委員の登用に

際し、各種団体へ依頼 
・環境審議会の女性委員を 1名増し、女性委員を 3
名/16名中(登用率 18.8%) 

・都市計画審議会、まちづくり審議会の女性委員登

用の検討 
・女性の登用状況の調査 
※H17年度登用 25.6%⇒H18年度登用 28.0% 

 



《生涯学習課》   ⇒ 
 
《教育行政課》   ⇒ 

 ・悠学カレッジ運営委員会委員 5名/12名中 
 (登用率 41.7%) 
・サンアート運営委員 4名/10名中(40.0%) 

③成果重視の効率的、効果的な行政運営 
46 行政評価による施策・事

務事業の見直し 

《財政課》          ⇒ 
 
 
《会計課》     ⇒ 

 

※目標どおり実施

できた

・施策評価を実施し、重点施策を 14施策決定 
・事務事業評価を実施(1次評価⇒634件、 

2次評価⇒27件、3次評価⇒6件) 
・事務事業評価結果における事務事業の方向性 

(拡充 74、現状維持 460、削減 51、統廃合 49) 
・定時支払いの変更(月 3回⇒月 4回) 
※効果額⇒△192千円(定時支払による効果) 

47 施策別予算編成、執行権  

   限の検討 

《財政課》 

 

※平成 18 年度完了 ・平成 19 年度から行政評価の事務事業と予算細目
が連動できるよう統一 

・事務事業の評価結果を予算編成に反映 
・枠配分の実施による予算編成は、行政評価システ

ムが軌道に乗るまで実施しない 
48 行政評価結果の公表及び  

   住民意見募集 

《財政課》 

※目標どおり実施

できた

・平成 18 年度に実施した施策評価及び事務事業評

価をホームページ及び情報プラザで公表し、住民

から意見を募集(3/30～) 

49 三好町公共工事のコスト 

   縮減に関する行動計画の 

見直し 

《情報システム課》 

※目標どおり実施

できた

・三好町公共工事のコスト縮減に関する行動計画を

3月に改訂し、平成 19 年度より行動計画を実施 

50 電子入札、電子調達の導 

 入 

《情報システム課》 

※目標どおり実施

できた

・あいち電子調達システム(CALS/EC)へ登録 

・あいち電子調達システム全体会議・検討会・操作

説明会等に参加(年間通じ 28 回) 

51 公募型指名競争入札の実 

   施 

《情報システム課》 

※平成18年度廃止 ・公募型指名競争入札の実施(3件) 
・H19.4月から一般競争入札に切り替え 
 (5/18 ⇒1件･11/16⇒2件)   

52 事務改善提案制度の推進 

 《財政課》 

 

※目標に対し一部

達成 
( 目 標 に 対 し

87.9%達成)

・提案件数⇒369件(うち効果件数⇒332件) 
  効果件数の内訳(住民サービスの向上(61)、経費の
削減(41)、執務環境の整備(41)、OA化の推進(3)、
業務能率の向上(128)、その他(58) 
※効果額 13,685千円/年 
※効果時間 1,570時間/年 

 
 
 
 
 
 

53 新財務会計システムの導 

  入 

《財政課》 

※目標どおり実施

できた

・予算編成系は、H18.10 月より稼動し、予算編成を

実施 

・予算執行系は、H19.４月からの稼動に向け、カス

タマイズ等の準備を行う 

 



54 長期継続契約の締結 

  《財政課》      ⇒ 

  《中央図書館》    ⇒ 

《生涯学習課》    ⇒ 

 

※目標どおり実施

できた

 
・新財務会計システムを長期継続の締結 
・H19年度更新の図書館電算システムの導入 
・コピーや OA機器等の使用料及び賃借料の内、更
新予定の 6件の長期継続契約の準備 

55 環境管理要綱による環境 

  負荷の軽減 

《環境課》 

 

※目標に対し一部

達成 
( 目 標 に 対 し

36.5%達成)

・町の公共施設の管理運営等並びに町が行う事 
務事業の活動等で、環境に与える影響負荷の軽減

を図る 
※H18年度⇒H17年度に対し 0.73%削減 

56 公用車の低公害化、低燃 

   費化の推進 

《総務課》 

 

※目標どおり達成

できた

・低燃費、低公害車 6台の内、2台更新、4台新規
購入 

・緑と花のセンターが万博協会より昨年度、寄贈を

受けたバッテリー車 1台を移管 
・塵芥車(パッカー)1台を廃車 
 導入額⇒8,876千円(乗用車 3台、軽乗用車 1台、
ワンボックス 2台) 

【導入率】 
H17年度 56.6％  ⇒ H18年度 67.4％ 

④公共施設の見直し 
57 地区公共施設のあり方の 

   検討 

  《子育て支援課》   ⇒ 

 

 

  《農政商工課》    ⇒ 

 

《教育行政課》    ⇒ 

 

※目標どおり実施

できた

 
 
・地区児童館について、施設の老朽化及び地震対策

を検討し、この対策により施設整備を完了した時

点で行政区施設か、町の施設か協議 
・野菜集出荷場について、関係区長に経過報告等と

今後の考え方について説明 
・地区公民館について、地元への払い下げを前提に

継続的に協議・検討 
58 勤労青少年ホームのあり 

   方の検討 

 《生涯学習課》 

※目標どおり実施

できた

・耐震診断を実施(8月) 
・耐震診断結果⇒修繕の必要なし 
・今後は、複合施設で活動できるか内部調査 

 
 
 

59 公共施設の管理運営の見 

   直し 

  《サンネット》    ⇒ 
  《みどりの推進課》  ⇒ 
 
 《道路下水道課》   ⇒ 
 
 《学校給食センター》  ⇒ 
 

※目標どおり実施

できた

 
 
・サンネット開館時間変更の周知 
・近隣市町における公園の軽微な通常の維持管理方

法等を調査 
・近隣市町における認定道路の軽微な通常維持管理

の方法等を調査 
・ボイラーの運転業務及び施設機器の管理の業務委

託の検討 
・施設管理のための人員確保 

 



    
 《中央図書館》    ⇒ 
 
 
 
 
 《歴史民俗資料館》  ⇒ 
 

 ・中央図書館、学校図書館オンライン化の可能性の

検討 
・学校図書のデータベース化 
・新図書電算システムの機器をプロポーザルで決定

(2月) 
・企画展及び特別展の展示企画に取り組む 
※前年対比 ＋17.1％(604人) 

60 指定管理者制度の導入 

《町民活動支援課》  ⇒ 

 

《福祉課》      ⇒ 

 

《高齢福祉課》    ⇒ 

《スポーツ課》    ⇒ 

 

※目標どおり達成

できた

・福田ふるさとふれあいセンター、明知下ふるさと

ふれあい広場(4/1協定締結) 
 ※効果額△192千円(指定管理者による) 
・身体障害者デイサービスセンター(4/1協定締結) 
・老人憩いの家、福祉センター、デイサービスセン

ター、高齢者生きがいセンター(4/1協定締結) 
・太陽の広場(4/1協定締結) 
  

 
 

61 指定管理者制度導入の検 

  討 

 《総務課》      ⇒ 
 《サンネット》    ⇒ 
 
 《保健センター》   ⇒ 
 《子育て支援課》   ⇒ 
 
 
 
 
 《道路下水道課》   ⇒ 
 
 
 
 《建築指導課》    ⇒ 
 
 
 
《みどりの推進課》   ⇒ 

 
《緑と花のセンター》 ⇒ 

 

※目標どおり実施

できた

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・公の施設管理方針検討委員会を開催(4/26) 
・文化センターの指定管理者を決定 
・他市町の動向を調査し、指定管理者制度の導入を

検討 
・指定管理者制度の導入自治体の施設調査の実施 
・児童福祉施設の施設については、地区公共施設の

あり方の方針を踏まえ、地元への払い下げか、指

定管理者制度によるものかを継続的に検討 
・きたよし地区新設保育園の運営管理を、平成 21
年 4月から指定管理者制度による運営と決定 

・近隣市町の下水道処理場の管理における指定管理

者制度の導入状況を調査 
・県、各市町における導入状況等を調査し、指定管

理者制度の導入を行うかどうか検討 
・入居者の募集や収入審査及び修繕、清掃等の管理

は委託可能であるが、業務の全てを委託できない

以上、経費の削減につながらないので、中止の方

向で今後検討 
・公園の運営管理に指定管理者制度の導入を図るた

め、近隣市町の指定管理者制度の導入資料を収集 
・緑と花のセンターは、農業構造改善事業で設置し

農地法に適用する特殊な施設であるため、指定管

理者制度の導入が適正化かを上位機関と調整 
 



 
《歴史民俗資料館》  ⇒ 

 
 
 
《学校教育課》    ⇒ 
《学校給食センター》 ⇒ 
 

 
《教育行政課》    ⇒ 

 
 
《中央図書館》    ⇒ 

 
《スポーツ課》    ⇒ 

 
 

※目標どおり実施

できた

 
 

・歴史民俗資料館の管理運営上、指定管理者制度の

導入により、本施設の役割と機能を損なうことな

く、行政コストの低減と行政サービスの向上が期

待されるかなど、他館の導入状況を調査し検討 
・小中学校の指定管理者制度の導入の可能性を検討 
・学校給食センターは、導入の可能性を検討したが、

業務管理体制の強化が出来ないので、民間への業

務委託の可能性について検討 
・サンアートの平成 19年 4月 1日からの指定管理
者に向けて募集要綱を配布し、12月に指定管理者
を決定 
・複合施設として図書館を建設するにあたり、指定

管理者を含め検討 
・旭グラウンドの利用形態などを勘案し、指定管理

の導入を検討 

62 地方公営企業等の経営改 

善の推進 

《道路下水道課》   ⇒ 
 
《町民病院》      ⇒ 

 
《訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ》  ⇒ 

 

※目標どおり実施

できた

 
 
・近隣市町の状況調査により、使用料の考え方を整

理 
・乳がん健診が行えるようにマンモグラフィを導入

(12月) 
・居宅介護支援事業に関する介護支援専門員１人当

たりの標準担当件数が 50件から 35件に引下げら
れたことに伴い、担当件数を調整して、標準担当

件数を遵守し事業実施 
【年間延べ担当件数】 
※平成 17年度(819人) 1人当り 45.5人 
※平成 18年度(831人)  1人当り 36.7人 

63 地方公営企業等の給与等 

   の適正管理 

《道路下水道課・町民病

院・訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ》 

※目標どおり実施

できた

・一般職の常勤職員と同様、人事院勧告等を基に給

与の見直しに取り組む 

64 地方公営企業等の職員定 

員の適正管理 

《町民病院》 

※目標どおり実施

できた

・療養病床の充実のため、介護福祉士 3名を採用 

・欠員等による職員の補充 

 

65 地方公営企業等の定員管 

理、給与等の状況の公表 

《道路下水道課・町民病

院・訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ》 

 

※目標どおり実施

できた

・定員、給与を含めた人事管理等の状況を役場掲示

板及び町ホームページで公表(2/1) 

・給与等の公表を「広報みよし 2/1 号 HotLine」に

掲載し、公表 



 
３財政的な視点 

 ①健全な財政運営の維持 

 66 中期的な財政計画の策定 

  《財政課》 

 

※目標どおり実施

できた

・実施計画を基に 5 か年の財政計画を作成し、今
後の財政運営の指針とする 

・財政構造等健全化計画と合わせて作成すること

により、財政運営の課題を把握 
 67 財政数値目標の達成 

  《財政課》 

 

※目標どおり達成

できた

・平成 17年度策定の「財政構造等健全化計画」の
歳入確保、歳出削減対策の実施確認と平成 18 年
度以降の削減対策等の調査を実施 
・研修旅費等、経費の削減を図る 
・臨時財政対策債等の起債(一般財源扱い)借入れを
取り止め 
【平成 18年度財政指標 実績】 
 ①総合債務比率 153.4% 
  ②債務負担行為額が標準財政規模の 41.5% 
  ③公債比率 5.7% 、起債制限比率 4.1% 
  ④経常収支比率 69.0%、人件費 18.0% 

 ②歳出の抑制と歳入の確保 
 68 補助金の見直し 

《財政課》 
※目標に対し未達

成    
・引き続き、補助金と交付金の仕分けを行う 

 69 前納報奨金制度の見直し 

  《収納課》 
 

※平成 18年度完了 ・期限内納税の定着が図られたので、廃止も含め

見直しを検討した結果、継続 
 

 70 交際費執行基準の見直し 

 《秘書広報課》 
 

※目標どおり実施

できた

・香典及び枕花の金額、対象範囲などの「交際費

執行基準」を 1/4より改定 
①調整推進による感謝状受賞者の範囲の圧縮 
 対象：6件 80,400円 
②学校長、事務組合等職員への香料の廃止 
 対象：なし 
③町特別職、職員への香料、供花廃止 
 対象：13件 △65,000円 
 ※効果額⇒△151千円(前年対比△18.1％) 

 71 使用料等の適正化 

  《財政課》 
 

※目標どおり実施

できた

・基本方針案に基づき、手数料等の見直しを実施 
【見直しする施設(8施設)】 
【見直しする施設以外】 

(行政財産目的外使用料 7、託児料 1、原材料 1、
使用料 5、その他 5) 

※効果額⇒2,700千円(受給者負担の見直し) 

 



 
72 町税の収納率の向上 

  《収納課、保険年金課》 
 

※目標どおり達成

できた 
 

・全員体制滞納整理事業、春・夏季夜間滞納整理事

業、フレックスタイムによる夜間滞納整理を実施 
・県に徴収事務の引き継ぎ 
・県外滞納整理の実施 

(近畿 2府 2県 対象者 15名⇒収納率 33.28％) 
※参考《平成 18年度収納率》 

【町 税】 
現年度分 ⇒ 99.35％ 滞納繰越分⇒ 12.95％ 
【国保税】 
現年度分 ⇒ 92.67％ 滞納繰越分⇒ 13.53％ 
※参考《平成 17年度収納率》 
【町 税】 
現年度分 ⇒ 99.26％ 滞納繰越分⇒ 10.41％ 
【国保税】 
現年度分 ⇒ 92.90％ 滞納繰越分⇒ 12.44％ 

73 三好町納税推進員の設置 

  《収納課、保険年金課》 
 

※目標に対し一部

達成 
( 目 標 に 対 し

80.0%達成)

・三好町納税委員を 4名委嘱(訪問徴収事務) 
・納税推進員が未納税発生後早期に訪問し、催告、

徴収ができる体制とした 
 ※参考 納税推進員の実績  
 収納額計 80,563千円 直接徴収 6,490千円 
  自主納付 74,073千円 延訪問個数 6,871戸 
 延面談件数 2,374件 

③財政の弾力性の確保 
74 適正な町債の借入 

  《財政課》 
 

※目標どおり実施

できた

 
 

・平成 19 年度の当初予算編成及び平成 18 年度の 3

月補正予算編成において、臨時財政対策債、減税

補てん債の借入をすべて取り止め 

・平成18年度及び19年度起債借入を最小限に抑え、

プライマリーバランスを保ち、将来債務を減少さ

せた 

 

75 計画的な基金運用の検討 

  《財政課》     ⇒ 

 

  《秘書広報課》      ⇒ 

 

 

※目標どおり実施

できた

・財政調整基金、土地開発基金、減債基金、公共施

設維持基金の計画について、目標額を設定し、予

算編成及び今後の財政運営に活用 
・国際交流基金の有効な活用方法として、基金の一

部(4,000千円)を取り崩し、友好都市中学生派遣事
業に充てる 

 



 

用語の説明 

 ウェブ・アクセシビリティ ⇒ 高齢者や障害者など心身の機能に制約のある人でも、年齢的・身体的

条件に関わらず、インターネット上で提供されている情報にアクセス

し利用できること。 

  ＰＦＩ           ⇒ 公共施設等の設計・建設・維持管理・運営を民間の資金や経営能力、

技術的能力などを活用して行う事業手法。 

  ジョブローテーション   ⇒ さまざまな職務を定期的に交替させ、いろいろな仕事を経験させる職

員教育の手法。 

  プロポーザル       ⇒ 民間からの提案を基にした事業者選定方式。 

  プライマリーバランス   ⇒ 住民のために使われる支出と、住民が納める税金などからの収入のバ

ランス。 




