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はじめに  ～第四行政改革大綱２年目の取組み～ 

 

 

 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』の確立を目指すこと、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、改革の基本方針としております。 

  つきましては、平成 19 年度に取り組んだ 71 の個別取組事項の実績やその成果等をこ

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●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⇒取組年度の取組事項のうち

　　　　　　　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19年度効果額(115,329千円)の内訳
①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による効果)⇒100千円(4)
②民間活力の活用の推進(窓口証明発行業務委託の拡充による効果)⇒793千円(21)
③関係団体の経営改善の支援(文化協会の事務体制の充実による効果)⇒538千円(26)
④町関係団体の経営改善の支援(土地改良区・観光協会の経費の削減)⇒4,010千円(28)
⑤職員定員の適正管理(定員変更による定員給与の削減）⇒86,515千円(33)
⑥附属機関の見直し(社会教育委員会にサンアート運営委員会を統合したことによる削減)⇒114千円(43)
⑦三好町公共工事のコスト縮減に関する行動計画の見直し（工事コストの縮減による削減）⇒580千円(49)
⑧電子入札、電子調達の導入（業者登録受付時間の削減による効果）⇒1,844千円(50)
⑨事務改善提案制度の推進⇒10,901千円(52)
⑩公共施設の管理運営の見直し（サンネットの開館日時等の変更に伴う削減）⇒8,796千円(59)
⑪補助金の見直し（国際交流事業補助金の見直しによる削減）⇒638千円(68)
⑫交際費執行基準の見直し⇒500千円(70)
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46

注） 内 取組年
度の目標に
対し達成し
た取組事項
数

取組年度の個別
取組事項数
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68
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平成 19 年度行政改革の取組事項実績 

第四次行政改革大綱における平成 19 年度の取組実績は、以下のとおりです。 

取組の内容  個別取組事項数 19 年度 次年度(20 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 4 4 

③成果重視の効率的、効果的な行政運営 11 9 8 

 

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 5 4 

 

③財政の弾力性の確保 2 2 2 

合     計 75 71 69 

 

取 組 み 結 果 19 年度 次年度(20 年度) 

完        了 2 － 

廃        止 － － 

継        続 69 69 

目標どおり実施できた (45) － 

目標どおり達成できた (5) － 

目標に対し一部実施 (10) － 

目標に対し一部達成 （6） － 

 

 

目標に対し未実施 (2) － 

 目標に対し未達成    (1)  

合        計 71 69 

  

 ※目標どおり実施 ⇒ 目標数値が数値で表されないもの 

  目標どおり達成 ⇒ 目標数値が数値で表されるもの 

 

【完了項目⇒２】 

53 新財務会計システムの導入 ⇒ 平成 20 年３月までに新財務会計（実施計画、予算・決算、行政評価、 

起債管理、契約管理、業者管理）システムを構築し、平成 20 年３月から本稼動させた。 

   73 三好町納税推進員の設置 ⇒ 平成 18 年度から 19 年度にかけ、納税推進員を５名委嘱し、三好町納税 

     推進員を設置した。 

 

 

 



【目標に対し未実施⇒２】 

   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ため。 

   23 国、県からの権限移譲の検討 ⇒ 町の意向を踏まえた権限移譲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ため。 

 

【目標に対し未達成⇒１】 

   55 環境管理要綱による環境負荷の軽減 ⇒ 三好町環境管理要綱に基づき、環境への負荷の低減に努めた

が、事業量の増加、黒笹小学校の開校、町民病院の増床や小中学校の空調機の設置により、率先行動計

画の目標値平成 18 年度実績値の 2％減に対し、6％の増となったため。 

                         

 

 

 



●平成19年度の成果
　★平成19年度は、115,329千円の効果を上げました。
　　内訳は、以下のとおりです。

取組結果 取組内容

目標どおり実施
できた

・新総合計画の原案作成のための資料収集や整理・検
討を行った
・意見集約会やワークショップを開催した
①総合計画審議会の開催（3回）
②意見集約会（5/13～7/13)  ※25行政区(19会場)
③ワークショップの開催（6回）
④まちづくりフォーラムの開催（3/27) 参加者200人

目標どおり実施
できた

・施策及び事務事業の成果指標数値を把握するため
「行政評価に関するアンケート」を実施した

※町内在住の男女20歳以上の方から、1,200人を無作為
抽出（回収率⇒48.2%)

目標どおり実施
できた

・「広報みよし4/1号」にコンビニ納付制度を掲載した
・4月より町内コンビニ店舗に町税の取扱を表示した
・各町税当初課税通知書にコンビニ納付を明記した

※コンビニ取扱実績 19,184件(町税13,107件、国民健
康保険税6,077件)

目標に対し50%程
度実施

・あいち電子自治体推進協議会共同開発システム「電
子申請・届出システム」の手続きの追加・拡充を推進
するための各種調査を実施した
・個々の手続きの申請数や各市町村の予定・要望等を
踏まえ、平成19年度における追加及び拡充は見送った

※窓口対応時間の削減に伴う効果額　⇒　100千円

目標どおり実施
できた

・三好町施設予約案内システムの更新を行うか、あい
ち電子自治体推進協議会共同利用型施設予約システム
を導入するか、公共施設予約システム検討部会を設置
し、検討した
・県共同システムのテスト環境利用の承認を得、シス
テムの操作等の研究を行った

目標どおり実施
できた

・基本空間データ作成に係る契約を締結した(5/10)
・統合型GIS導入選定委員会を開催した(6回)
・統合型GISを本稼動させた(1/4)

目標どおり実施
できた

･行政評価システムによる事務事業評価の中で、事務事
業の見直しを図り、ICT関連経費の縮減に努めた
※全体　⇒　54システム

目標どおり実施
できた

・広報みよしを発行した(毎月1日・15日)
・皆さまと語る会を開催した(行政区単位の19会場)
・ふれあい座談会を開催した(8月～)　9団体数
・皆さまの提言　⇒　269件

目標どおり実施
できた

・ウェブ・アクセシビリティーに配慮したホームペー
ジとした
・皆さまの提言箱による提言の仕組みを分かりやすく
ホームぺージに掲載し、町民の意見を集約した
・ホームページの更新がしやすくなるように、CMSの導
入に向けた準備に取り掛かった

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》

６ 統合型GIS(地理情報システ
ム)の導入

《都市計画課》

　取    組    の    内   容

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

個別取組事項

７ ICT関連経費の縮減

《財政課》

８ 多様な広報広聴活動の実施

《秘書広報課》

９ ホームページの充実

《秘書広報課》

１ 住民参加による新たな総合計
画の策定

《政策推進課》

２ 定期的な住民意識調査の実施
　
《財政課》

３ 町税納付手段の拡大

《収納課》

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

・定例本会議の様子をリアルタイム、あるいは録画に
よる映像をホームページにおいて見られるよう、イン
ターネットによる映像配信を行った

※インターネットアクセス件数　⇒　2,105件

目標どおり実施
できた

・定例本会議の会議録をホームページにおいてイン
ターネット配信した

※インターネットアクセス件数　⇒　959件

目標どおり実施
できた

・住民の生涯学習、交流及び活動支援業務を一元化
し、町民協働部を設置した(4/1)
・町民協働部の中に、ボランティア・NPO活動・女性の
社会参画活動を支援するため、町民活動支援課を設置
した(4/1)

目標どおり実施
できた

・全職員を対象に、協働の推進研修を実施した
・各課に協働の推進に関して主任的な役割を担う職員
を選任依頼し、その職員を対象にNPOと行政の協働の現
場研修を実施した
・協働の仕組みづくりサポート事業として、町内及び
行政の協働に関する環境調査、相談業務に着手した

目標どおり実施
できた

・職員の全体研修を開催した(1回)
・協働の主任者研修を開催した(3回)
・協働の現場研修を開催した(2回)
・先進地視察研修を開催した(5回)

目標どおり達成
できた

・2クラブ(なかよしクラブ、さんさんスポーツクラブ)
が自主的運営できるよう事業費を支援した

目標に対し50%程
度実施

・高嶺、平池行政区へ「まち歩きマップ」を提供した

目標に対し89.9%
達成

・スクールガードリーダーを2人選任した
・子どもたちの登下校時に活動し、安全に通学できる
よう取り組んだ
・スクールガードの登録者数は、目標値1,785人に対し
1,605人になった

目標に対し40%程
度実施

・これまでの検討結果を踏まえ、庁内組織による「地
域自治制度あり方研究会」を設置し、検討会を開催し
情報の共有化を図った
・地域自治制度あり方研究会を開催した(2回)

目標どおり実施
できた

・地域ふるさとづくり推進事業に対する補助を4地区
(東山、高嶺、平池、三好丘桜)に対して行った
※1地区あたりの事業費補助　⇒　100千円

目標に対し30%程
度実施

・三好丘地区分団を設置するため、平成20年度から三
好丘5地区から3人程度の団員を確保し、高嶺分団に加
入させた
・平成19年度は、平成18年度に引き続き消防団員の確
保の方法等を協議した
・現在、三好丘5地区から福谷分団へ8人、三好丘と三
好丘旭、三好丘緑から高嶺分団へ6人の消防団員を加入
させた

《関係各課》 目標どおり実施
できた

・民間への業務委託を継続して実施した
【公の施設】　⇒　169施設
【事務関係】　⇒　470件(前年対比　＋4.7%)

17 学校安全ボランティアの組織
化

《学校教育課》

18 行政区のあり方の検討

《町民活動支援課》

19 特色ある地区まちづくりの推
進

《町民活動支援課》

14 地域協働に関する職員研修の
実施

《町民活動支援課》

15 総合型地域スポーツクラブの
拡充

《スポーツ課》

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》

13 地域協働のあり方の検討

《町民活動支援課》

10 議会映像の配信

《議事課》

21 民間活力の活用の推進

11 議会会議録のインターネット
配信

《議事課》

② 地域協働の推進

12 地域協働の推進体制の充実

《職員課》

20 消防団の見直し

《防災安全課》



《税務課》 目標どおり実施
できた

・窓口証明発行業務委託(窓口証明発行業務)を行った

※窓口証明発行業務委託の拡充による効果額 ⇒ 793
千円

目標どおり実施
できた

・法務局税通整理業務委託を検討した ⇒ 臨時職員
と職員で処理している法務局からの税通の整理業務を
定型化、民間委託を実施するための調査・検討した
が、文書原本の管理体制など課題が多いため実施しな
い

《会計課》 目標に対し80%程
度実施

・収入事務への委託会社活用として、平成19年度から
コンビニ収納業務を追加した
・業務委託の推進として、出納室窓口業務を豊田信用
金庫、あいち豊田農業協同組合に委託した

未実施 ・該当する案件がないので検討には至らなかった

未実施 ・該当する案件がないので検討には至らなかった

　

《政策推進課、環境課、農政商
工課》

・豊田市、三好町及び豊田三好事務組合三者による組
合解散後の方向性を検討した
・ごみ(不燃物)処理、し尿処理、古瀬間聖苑の今後の
あり方を検討した
・地方拠点都市事務、広域市町村圏事務及びふるさと
市町村圏事務のあり方を検討した(清掃及び火葬事務に
ついて豊田市へ自治事務委託)
・豊田三好事務組合の解散に伴う事務経費・剰余金等
の取扱いに関する協議書を締結した(3/27)

《環境課》 ・構成市町が抱えるごみ処理を東郷美化センターで、
原則全て処理が可能となるような施設運営や利用者の
利便向上を目指し、施設の改善等を検討していくた
め、構成市町の担当会議を開催した
①部課長会議の開催(1回)
②課長会議の開催(6回)
③担当者会議(5回)

《農政商工課》 ・新たな「西三河農業共済組合」の設立に向け、農家
同意・組合設立認可申請書等の準備を行った
①発起人会の開催(4/25)  ②設立準備会の開催(5/18)
③農家の同意書の取得(6,811人/9,446人　72.1%)
④設立推進協議会の開催(3/7､8/28)
⑤発起人会の開催(8/20､10/19)
⑥組合設立総会(11/2)   ⑦組合設立登記(2/8)
⑧組合設立推進協議会解散(3/31)

《防災安全課》 ・消防救急業務は、現状のまま尾三消防組合で実施し
ていくこととした
・消防組織法の改正により25年度までに広域化を進め
るため、愛知県との消防広域化の検討を開始した

目標どおり実施
できた

・さんさんバス利用促進協議会を開催した(3回)
①根浦地区(ベイシア三好店)へ乗合タクシー乗降場設
置の決定(6/27)
②さんさんバス運行拡大社会実験における評価方法の
決定(9/10)
③豊田厚生病院への路線延長の今後の対応について協
議(1/10)

23 国、県からの権限移譲の検討

《関係各課》

24 広域行政のあり方の検討

22 PFIの導入の検討

《関係各課》

25 広域的な公共交通の検討

《政策推進課》

③ 町関係団体の見直し

目標どおり実施
できた



《秘書広報課》 ・財団法人三好町国際交流協会の賛助会員を募集した
　個人267人(前年対比6.0%増　16人)
  団体46(前年対比増減なし)
・基本財産運用の効率性を検討した
　神戸市債から名古屋市債へ

《農政商工課》 ・三好町土地改良区の自主性向上のため、経営改善を
支援した(会計事務の点検指導)

《教育行政課》 ・三好町文化協会の専任臨時職員1名を追加し、2名に
より文化協会の事務体制の充実を図った
※専任臨時職員の増による業務支援時間の効果額 ⇒
140時間(538千円)

《スポーツ課》 ・三好町体育協会の運営課題の整理をするための下準
備を行った

《秘書広報課》 ・国際交流事業に関心があり、外国語の能力の高い者
を臨時任用することなどにより、町職員派遣数を見直
した　⇒　財団法人三好町国際交流協会

《高齢福祉課》 ・部長職を派遣し、シルバー人材センターの組織の充
実を図った ⇒ 社団法人三好町シルバー人材セン
ター

《学校教育課 学校給食セン
ター》

・他市町における給食協会の実態調査を行った ⇒
三好町給食協会

目標どおり実施
できた

【三好町観光協会】
・協賛活動により、予算額が1,320千円増額した
・各まつり開催に伴う経費を精査し、節約に努め節減
を図った
・設備の見直しにより、まつり資材等の設置委託料を
減額した
・観光協会補助金51,315千円を47,507千円に減額し、
7.4%の経費削減に努めた
※経費削減に伴う効果額　⇒　3,808千円

【三好町土地改良区】
・三好町土地改良区への補助事業について、事業の必
要性、事業効果の検証を行った
※経費削減に伴う効果額　⇒　202千円

目標どおり実施
できた

・動向調査結果を基に内部協議を実施した

目標に対し20%程
度実施

・カヌー協会の管理・運営面の課題を検討した

２ 町行政運営の効率化・合理化の視点

目標どおり実施
できた

・中立公平で住民本位の行政サービスが提供できる職
員を育成していくため、計画に沿って研修を実施した
　研修　全体80コース、710人

27 町関係団体に対する町の関与
の見直し

28 町関係団体への委託業務・補
助事業の検証及び見直し

《農政商工課》

30 三好町カヌー協会のあり方の
検討

《スポーツ課》

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》

29 三好町土地開発公社のあり方
の検討

《道路下水道課》

26 町関係団体の経営改善の支援

目標どおり実施
できた

目標どおり実施
できた



目標どおり実施
できた

・職員個々の研修履歴及び本年度機構改革及び人事異
動による職員の職歴データを整理した
・自己評定、自己申告を実施した(1/1現在)
・主査以下で在課年数3年以上の職員を対象に、ジョブ
ローテーションを考慮した人事異動案を作成した

目標どおり実施
できた

・所属別に職員適正配置計画を調査した(6/20～7/13)
・職員適正配置計画を所属別にヒアリングした(8/9～
8/16)
・職員適正配置計画(案)を部局別に意見聴取した
(9/26)
・所属別の定員見直し(案)を作成した(10/15)
・人事異動(案)を基に年度別定員管理計画変更見直し
実施した(3/25)
※定員変更による定員給与の削減　⇒　86,515千円

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
市町との均衡に配慮し、給与の見直しに取り組んだ
【19年度人事院給与勧告骨子】
①民間給与との較差(0.35%)を埋めるため、初任給を中
心に若年層に限定した棒給月額の引上げ(中高齢層は据
置き)、子等に係る扶養手当の引上げ、19年度の地域手
当支給割合の遡り改定
②期末・勤勉手当(ボーナス)の引上げ(0.05月)
③給与構造改革の一環としての専門スタッフ職棒給表
の新設

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
見直しに取り組んだ
※本町の手当ては、国、県、近隣地方公共団体等との
均衡が図れていると判断し、現手当制度を継続するこ
とを決定

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を図った
(19年度は特別職報酬等審議会の開催はしない)

目標どおり実施
できた

・人事行政の運営等の状況及び給与等の公表を、広報
みよし及び町ホームページで公表した(2/1)

目標どおり実施
できた

・職員互助会で計画する福利厚生事業と参加者アン
ケートを実施した
・平成20年度職員互助会事業計画(案)を作成した

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、広報みよし、町ホームページ及び町の
掲示板で公表した(2/1)

目標どおり実施
できた

・人事評価制度に取り組んだ
①組織課題職務目標設定(4/1～4/20)
②管理職難易度調整会議(兼目標管理研修)(5/2)
③難易度ウエイト設定(5/3～5/25)
④難易度ウエイト調整会議(7/4～7/11)
⑤目標達成度・能力・態度評価実施(1月～2月)
⑥評価結果を昇任・昇格・昇給に反映(3月)

平成18年度完了

目標どおり実施
できた

・政策推進部、町民生活部、町民協働部、経済建設部
等を設置した(4/1)
【町長部局】　5部1室28課  ⇒　6部1室24課に統合
【教育委員会事務局】　2部9課　⇒　1部3課に統合
・事務分掌規則等の一部改正(3/25)

40 新しい人事評価制度の導入

《職員課》

34 給与の見直し

《職員課》

32 計画的なジョブローテーショ
ンの実施

《職員課》

33 職員定員の適正管理

《職員課》

35 手当の見直し

《職員課》

36 特別職報酬等の見直し

《職員課》

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

42 組織、機構の見直し

 《職員課》

37 給与等の状況の公表

《職員課》

38 福利厚生事業の見直し

《職員課》

39 福利厚生事業の状況の公表

《職員課》



《政策推進課》 目標どおり実施
できた

・第6次総合計画の基本構想3次案、基本計画1次案につ
いて、総合計画審議会を開催した(3回)

《総務課》 目標どおり実施
できた

・情報公開、個人情報保護審査会を開催した(2回)
・具申を受けた者について、表彰審査委員会を開催し
た(1回)

《職員課》 ※開催の必要が
ない

・特別職報酬等審議会の有効な運営を図るため、近隣
市町の状況を調査した(7月)
※人事院勧告等の状況を基に特別職報酬等審議会の開
催可否を決定(19年度は開催しない)

《防災安全課》 目標どおり実施
できた

・防災会議を開催した(1回)
※防災会議は、災害対策基本法に基づくものなので、
見直しはしない

《環境課》 未実施 ・環境の保全、環境美化及び環境衛生に関して環境審
議会を年3回予定していたが、審議会を開催し、諮問す
るまでには至らなかった

《保険年金課》 目標どおり実施
できた

・国保運営事業の説明及び平成20年度からの国保税の
税率・賦課限度額について国民健康保険運営協議会を
開催した(3回)

《高齢福祉課》 目標どおり実施
できた

・効率的な介護認定審査会を開催した(46回⇒47回)
・介護認定審査会委員の構成メンバーを増員した(26人
⇒27人)

《都市計画課》 目標どおり実施
できた

・緑の基本計画策定内容、スケジュール等について都
市計画審議会を開催した(2回)

《教育行政課》 目標どおり実施
できた

・平成20年度からサンアート運営委員会を廃止し、社
会教育委員会に統合した
※サンアート運営委員会の廃止に伴う効果額 ⇒ 114
千円

《教育行政課　歴史民俗資料
館》

目標どおり実施
できた

・文化財保護について、文化財保護委員会を開催した
(2回)

《スポーツ課》 目標どおり実施
できた

・年度計画、研修について、スポーツ振興審議会を開
催した(5回)

《財政課》 未達成 ・行政改革推進委員会に公募委員を公募したが、公募
はなかった

《職員課》 ※公募していな
い

・平成19年度は特別職報酬等審議会を開催しなかった
ことにより、公募委員を公募しなかった

《都市計画》 目標どおり達成
できた

・緑の基本計画策定委員会に、公募委員6人(6/13人)を
登用した

《保険年金課》 目標に対し25%達
成

・国民健康保険運営協議会に、公募委員1人(1/12人)を
登用した

《保険年金課》 目標に対し75%達
成

・国民健康保険運営協議会に、3人(3/12人)の女性委員
を登用した

43 附属機関の見直し

45 女性委員の登用

44 公募委員の登用



《町民活動支援課》 目標どおり達成
できた

・自治基本条例制定ネットワーク会議に6人(6/20人)、
男女共同参画プラン検討委員会に5人(5/9人)と、とも
に女性委員を30%以上登用した

※平成19年度女性登用率　⇒　全体21.4%

《都市計画課》 目標に対し75%達
成

・緑の基本計画策定委員会に、3人(3/13人)の女性委員
を登用した

《生涯学習課》 目標どおり達成
できた

・みよし悠学カレッジ運営委員会に、5人(5/12人)の女
性委員を登用した

目標に対し76.4%
達成

・次年度(20年度)の当初予算に向け、重点施策(7施策)
を決定した
・実施計画と行政評価の事務事業のヒアリングを同時
に行い、今後の事業の方向性を検討した
※行政評価の当初予算への反映割合　⇒　61.1%

平成18年度完了

目標どおり実施
できた

・平成19年度実施(平成18年度分)の施策評価シート(40
施策)及び事務事業目的評価表(620件)を公表した
(12/3)

目標どおり実施
できた

・三好町における公共工事コスト縮減対策に関する新
行動計画に基づき、プレキャストコンクリート製品の
積極的活用、大型化、長尺化を検討・採用し、工事コ
ストの縮減に取り組んだ

※平成16年度と比較して、1%のコスト縮減効果額 ⇒
580千円

目標どおり実施
できた

・あいち電子調達共同システム(CALS/ES・物品等）テ
スト及び電子入札試行並びに業者登録の稼動を行った
・町契約管理システムの改修（共同システムとの連
携）を実施した

※業者登録受付時間の削減に伴う効果額 ⇒ 1,844千
円

平成18年度廃止

目標に対し87.1%
達成

・提案件数　⇒　366件
内訳【住民サービスの向上(64)、経費の削減(47)、

執務環境の整備（67)、OA化の推進(5)、業務能率の向
上(149)、その他(34)】

 ※事務改善の削減効果額⇒5,587千円/年(47件）
　 事務改善の削減効果時間⇒1,384時間/年（78件）
   (効果額に換算すると5,314千円)
　 事務改善の効果額合計⇒10,901千円

46 行政評価の活用による施策・
事務事業の見直し

《財政課》

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》

52 事務改善提案制度の推進

《財政課》

51 公募型指名競争入札の実施

③ 成果重視の効率的、効果的な行政運営

50 電子入札、電子調達の導入

《情報システム課》

48 行政評価結果の公表及び住民
意見の募集

《財政課》

47 施策別予算編成、執行権限の
検討



目標どおり実施
できた

(完了）

・実施計画、決算、行政評価及び起債管理のシステム
導入を図るため、基本パッケージのカスタマイズにつ
いての打合せを行い、本町にあった使いやすい新財務
会計システムを構築した
・平成20年3月までに執行系、契約系、計画系、決算系
及び業者管理システムのすべてを稼動した

《財政課》 ・契約システム追加分をリース契約した（5年）
・新財務会計システムをリース契約した（5年）

《生涯学習課》 ・複数年で契約予定していたコピーやOA機器等の使用
料及び賃借料のうち、新規1件（ホームPC）と更新3件
(カレッジPC、コピー機、サーバ)を長期継続契約し、
契約・会計事務の合理化を図った

《教育行政課　中央図書館》 ・図書館電算システムの機器リースを長期継続契約し
た(5年)

未達成 ・三好町環境管理要綱に基づき、町の公共施設の管
理、運営等並びに町が行う事務・事業の活動で環境へ
の負荷の低減に努めた
※率先行動計画の目標値平成18年度実績値の2%減に対
し、6%の増

目標どおり達成
できた

・低燃費車、低公害車でない公用車1台を売却した(89
台⇒88台)
【導入率】
平成18年度67.4% 　⇒　平成19年度68.2%(60/88台)

 《町民活動支援課》 目標どおり実施
できた

・町内にある集会所については、今後も公の施設とし
ての位置づけではなく、行政区施設として位置づけた

《子育て支援課》 目標に対し30%程
度実施

・児童館施設の老朽化及び地震対策のため、来年度以
降順次耐震診断を実施し、早い時期に耐震補強工事を
実施した

《高齢福祉課》 目標どおり実施
できた

・老人憩いの家は、施設の老朽化及び地震対策のた
め、計画的に耐震診断・耐震補強工事を実施し、その
後行政区施設として位置づける検討をしていく

《農政商工課》 目標どおり実施
できた

・野菜集出荷場は、新たな課題が確認され、他の地区
公共施設の取扱いなどと一体的に方向性を築く必要が
あり、引き続き平成20年度も検討する

《教育行政課》 目標どおり実施
できた

・地区公民館は、他の地区公共施設の取扱いなどと一
体的に方向性を築く必要があり、引き続き平成20年度
も検討する

目標どおり実施
できた

・施設の利用状況調査を実施した(4月)
・利用者の意識調査を実施した(10月)
・勤労青少年ホームのあり方の検討結果をまとめた(3
月)
※現在の施設は手狭であるが耐震構造には問題ないの
で、当面の間は施設利用する。今後は、講座と施設の
統合を検討していく。

53 新財務会計システムの導入

《財政課》

④ 公共施設の見直し

59 公共施設の管理運営の見直し

55 環境管理要綱による環境負荷
の軽減

《環境課》

56 公用車の低公害化、低燃費化
の推進

《総務課》

目標どおり実施
できた

54 長期継続契約の締結による会
計事務の合理化

57 地区公共施設のあり方の検討

58 勤労青少年ホームのあり方の
検討

《生涯学習課》



《道路下水道課》 ・近隣市町における認定道路の軽微的な維持管理の方
法等を調査した

《みどりの推進課》 ・児童遊園(11)、児童遊園地(21)、農村公園(4)、水環
境施設(2)の施設管理が増えたため、維持管理の管理状
況及び公園施設の状況を把握した

《教育行政課　中央図書館》 ・図書館ネットワーク化を推進し、電算システムの見
直しによる効率的な運営改善に取り組んだ

《教育行政課 歴史民俗資料
館》

・1階常設展示、1階ロビーの展示替をし、企画展及び
特別展とともに、町民が興味をもつような展示企画に
取り組んだ

《住民課 町民情報サービスセ
ンター》

・平成19年4月より開館日時等を変更し実施した

※サンネットの開館時間等の変更に伴う効果額 ⇒
人件費8,620千円(1人減)、電気代173千円、水道代3千
円

目標どおり達成
できた

・サンアート(平成19年4月1日協定締結)

　《総務課》 目標どおり実施
できた

・「公の施設管理方針検討委員会(5/9)」を開催し、指
定管理者制度の導入を検討した
・新設の黒笹保育園と改修する天王保育園について、
指定管理者制度を含め民間への移管とすることとした

《町民活動支援課》 目標どおり実施
できた

・「公の施設管理方針検討委員会(5/9)」において、三
好丘交流センター、明越会館及びコミュニティ広場の
管理・運営が指定管理者制度になじむかどうか検討し
た結果、明越会館及びコミュニティ広場は、当分の間
は直営で管理・運営することとし、三好丘交流セン
ターは引き続き指定管理者制度の導入を検討した

《子育て支援課》 目標に対し80%程
度実施

・「公の施設管理方針検討委員会(5/9)」において、黒
笹保育園・天王保育園の運営管理を平成21年4月から、
黒笹保育園は指定管理者制度による民間委託、天王保
育園は民間移管による管理・運営とすることとした
・「公の施設管理方針検討委員会(5/9)」において、児
童遊園は指定管理者制度になじまないため、当分の間
は直営で管理・運営することとし、児童館施設は「地
区公共施設のあり方の方針」を踏まえ、行政区施設と
していくか、指定管理による民間委託かを継続的に検
討する

《福祉課　保健センター》 目標どおり実施
できた

・「公の施設管理方針検討委員会(5/9)」において、保
健センターの管理・運営は指定管理者制度になじまな
いため、当分の間は直営で管理・運営としていくこと
とした

《住民課　町民情報サービスセ
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(5/9)」において、町
民情報サービスセンターの管理・運営は指定管理者制
度になじまないため、当分の間は直営で管理・運営と
していくこととした

《みどりの推進課》 目標どおり実施
できた

・「公の施設管理方針検討委員会(5/9)」において、公
園(三好公園・三好丘公園・三好丘桜公園・黒笹公園)
の管理・運営は指定管理者制度になじまないため、当
分の間は直営で管理・運営としていくこととした

《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(5/9)」において、緑
と花のセンターの管理・運営は指定管理者制度になじ
まないため、当分の間は直営で管理・運営としていく
こととした

目標どおり実施
できた

60 指定管理者制度の導入

《教育行政課》

61 指定管理者制度導入の検討



《建築指導課》 目標どおり実施
できた

・「公の施設管理方針検討委員会(5/9)」において、町
営住宅の管理・運営は指定管理者制度になじまないた
め、当分の間は直営で管理・運営としていくこととし
た
・指定管理者制度に代わるものとして、管理代行制度
の導入が考えられるが、これは地方公共団体又は地方
住宅供給公社が他の公営住宅等を一体的に管理するも
のであるが、原則1,000戸以上の住宅としており、導入
はできない状況にある

《道路下水道課》 目標どおり実施
できた

・「公の施設管理方針検討委員会(5/9)」において、準
用河川・町道・下水処理場の管理・運営は指定管理者
制度になじまないため、当分の間は直営で管理・運営
としていくこととした

《学校教育課》 目標どおり実施
できた

・「公の施設管理方針検討委員会(5/9)」において、小
中学校施設の管理・運営は指定管理者制度になじまな
いため、当分の間は直営で管理・運営としていくこと
とした

《学校教育課　給食センター》 目標どおり実施
できた

・「公の施設管理方針検討委員会(5/9)」において、学
校給食センターの管理・運営は指定管理者制度になじ
まないため、当分の間は直営で管理・運営としていく
こととした

《教育行政課》 目標どおり実施
できた

・社会教育施設(中央図書館・地区公民館)について、
払い下げも含め、指定管理者制度の導入など、他の地
区公共施設(児童館・老人憩いの家)と連携を取りなが
ら、今後も検討していく

《スポーツ課》 目標どおり実施
できた

・「公の施設管理方針検討委員会(5/9)」において、旭
グランド・ゲートボール・グランドゴルフ場の管理・
運営は指定管理者制度になじまないため、当分の間は
直営で管理・運営としていくこととした

《教育行政課　歴史民俗資料
館》

目標どおり実施
できた

・「公の施設管理方針検討委員会(5/9)」において、歴
史民俗資料館の管理・運営は指定管理者制度になじま
ないため、当分の間は直営で管理・運営としていくこ
ととした

《教育行政課　中央図書館》 目標どおり実施
できた

・収益性のない図書館事業を民間の営利活動として成
立するか課題を検討した
・複合施設として図書館を建設する場合に指定管理者
の業務をどこまでの範囲とできるか検討した
・平成20年度も引き続き、新図書館の建設、運営に向
け指定管理者制度の導入について検討した

《町民病院》　　 目標どおり実施
できた

・「公の施設管理方針検討委員会(5/9)」において、町
民病院の管理・運営は指定管理者制度になじまないた
め、当分の間は直営で管理・運営としていくこととし
た

《道路下水道課》 ・近隣市町における使用料の聞き取り状況調査を実施
した

《町民病院》 ・経営改善に向けて改善計画案を策定し、これを基に
公立病院改革プランを策定した

 試案の作成(8月)
 原案の作成(9月)
 計画案の作成(12月)

《高齢福祉課 訪問看護ｽﾃｰｼｮ
ﾝ》

・県内で訪問看護事業を実施している自治体の使用料
を調査し、使用料の考え方を整理した

62 地方公営企業等の経営改善の
推進

目標どおり実施
できた



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
の見直しに取り組んだ

目標に対し50％
達成

・眼科設置に伴う職員を採用した(医師2人、視能力訓
練師1人、看護師1人、作業療法士1人)
・眼科の視能力訓練師、看護師の各1人を臨時職員にし
たため、計画人員より減員した
・増床に伴い看護師を採用した(採用者15人 ⇒ 現員
4人)
・他は、概ね予定通り職員を採用した

目標どおり実施
できた

・給与等の公表を、広報みよし及び町ホームページに
て公表した(2/1)

目標どおり実施
できた

・実施計画(H20～H22)をもとに、財政構造等健全化計
画と併せて5年間の中期的財政計画を策定した
・安定的な財政運営を続けるため、中期財政計画を作
成し、計画的な財政運営の推進を図った

目標どおり達成
できた

・各組が取組みを行う歳入確保、歳出削減対策を調査
し、増収額及び経費節減額についてヒアリングを実施
した
・将来的に数値目標を維持できるような予算編成を
行った
・財政構造等健全化計画を策定し、将来における財政
指標の動向を推計した
※参考【平成19年度財政指標　実績】
　　①総合債務比 109.6％
　　②債務負担行為額が標準財政規模の 14.9％
　　③公債費比率 5.6％　 起債制限比率 4.2％
    ④経常収支比率 67.1％　人件費 13.4％

《秘書広報課》 目標どおり実施
できた

・国際化や国際交流に係る本町唯一の法人格を有する
団体であることから、会費収入や基本財源の運用収入
などの自主財源の拡大に努め、それを財源充当するこ
とによって補助金額の削減を図り、国際交流事業運営
補助の適正化に努めた
H18年度27,402,048円 ⇒ H19年度26,764,660円(2.3%の
削減)

※国際交流事業補助金の見直しによる効果額 ⇒ 638千
円

《防災安全課》 目標に対し50%程
度実施

自主防災組織の自主性及び強化を目的として、現状の
地区自主防災会補助金をメニュー方式(ポイント制)に
変更し、地区自主防災会で必要な資機材等の備蓄をし
ていただいた

《財政課》 目標どおり実施
できた

・平成20年度に見直す補助金等198件について、見直し
の準備を行った
・平成20年度に実施する補助金の見直しに向け、「補
助金見直しの基本的方針・基本的考え方」を整理した

３ 財政的な視点

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》

64 地方公営企業等の職員定員の
適正管理

《町民病院》

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》

66 中期的な財政計画の策定

《財政課》

67 財政数値目標の達成

《財政課》

② 歳出の抑制と歳入の確保

68 補助金の見直し

① 健全な財政運営の維持



平成18年度完了

目標どおり実施
できた

・金額、対象範囲などの執行基準である「交際費執行
基準」の見直しを実施した
・4/1より新基準を適用して、十分な精査を行い交際費
を執行した
①学校長への対応(別居の親子への供花香廃止)
②町特別職、町職員への対応(別居の親子への供花香廃
止)

※交際費執行基準の見直しによる効果額　⇒　500千円

目標どおり実施
できた

・当分(3年間)の間は、平成18年度に見直しした使用料
等により受益者に適正な負担を求めていくこととした

《収納課》 ・全職員体制滞納整理事業、春、夏、冬季夜間滞納整
理事業を実施した
・県外・東海地区滞納整理事業を実施した(対象者21人
⇒　収納率16.8％)
【町税】
19年度　⇒　現年度分99.33％   滞納繰越分　9.71％
18年度　⇒　現年度分99.35％   滞納繰越分 12.95％

《保険年金課》 【国民健康保険税】
19年度　⇒　現年度分92.89％    滞納繰越分12.33％
18年度　⇒　現年度分92.67％    滞納繰越分13.53％

目標どおり達成
できた

（完了）

・納税推進員を1人委嘱し、5人体制とした

※納税推進員による徴収額
訪問戸数 7,460件(直接徴収6,509千円、自主納付

74,539千円)

目標どおり実施
できた

・普通交付税算定の結果、臨時財政対策債借入れ限度
額は、501,900千円と算定した
※減税補てん債制度は、19年度より廃止

・19年度の当初予算では、借入れを見込んでいない。
※20年度の当初予算編成は、借入れを見込まず予算編
成を行う

 

《秘書広報課》 ・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
てた

《財政課》 ・「基金の考え方」の見直しを図りながら、3月補正、
20年度当初予算編成において基金の効果的、計画的な
活用を行った

《防災安全課》 ・必要に応じ安定した防災対策事業並びに災害発生時
における緊急災害復旧対策を行うため、計画的に基金
を積み立てた

※積立額　150,000千円
　 平成19年度末積立額　500,000千円

69 前納報奨金制度の見直し

75 計画的な基金運用の検討

70 交際費執行基準の見直し

《秘書広報課》

③ 財政の弾力性の確保

72 町税の収納率の向上

73 三好町納税推進員の設置

《収納課、保険年金課》

74 適正な町債の借入

《財政課》

目標どおり実施
できた

目標どおり達成
できた

71 使用料等の適正化

《関係各課》



起債制限比率
⇒ 公債費による財源負担の度合いを判断する指標の一つで、地方債元利償還金に充当された一般財源の標準財
政規模に対する過去3年度間の平均割合を起債制限比率という。

経常収支比率
⇒　当該団体の財政規模の弾力性を測定する比率として使われる。

人件費比率
⇒　地方公共団体における歳出決算上の人件費構成比率をいう。

総合債務比率
⇒ 当該年度の地方債現在高、債務負担行為額及び土地開発公社借入残高の総額を総合債務といい、標準財政規
模に占める割合を総合債務比率という。

債務負担行為額
⇒ 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、地方公共団体が債
務を負担する行為につき、その行為の内容を定めておくものである。

標準財政規模
⇒　地方公共団体が通常水準の行政活動を行ううえに必要な一般財源の総量をいう。

公債費比率
⇒ 地方公共団体は、地方債を借り入れた際、定められた条件に従って、毎年度元金の償還及び利子の支払いが
必要となるが、これに要する経費の総額を公債費といい、この公債費の一般財源に占める割合を公債費比率とい
う。

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。

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。

ＣＭＳ(コンテンツ・マネジメントシステム)
⇒　テキストや画像などのデジタルコンテンツを統合的に管理を行うシステムの総称。

用語の説明

ウェブ・アクセシビリティー
⇒ 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。




