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本巣市では、平成 16 年２月の合併後、平成 18 年に第１次（平成 18 年度～平成 22

年度）、本巣市行政改革大綱・集中改革プラン１を策定し、平成 23 年に第２次（平成

23 年度～平成 27 年度）本巣市行財政改革大綱を策定し、行財政改革に取り組んでき

ました。

第１次行政改革では、「効率的な行政運営の推進」、「市民に信頼される行政運営の推

進」、「健全な財政運営の推進」、「職員の資質向上と意識改革の推進」の４つの基本方

針に基づき、経費の削減や職員数の削減など、行政運営のスリム化に一定の成果を得

ることができ、第２次行財政改革では、「地域を経営する組織体への転換」、「量から質

への行政サービスの転換」、「対話と現場主義を重視した協働・連携」の３つの基本方

針に基づき、経営感覚と質の高い行財政システムの構築を図るべく、行政評価（事務

事業評価）を取り入れ、量から質への転換を推進したことにより、現段階での財政の

健全性は、保たれている状況といえます。

(1) 人口減少・少子高齢化の進行

国立社会保障・人口問題研究所２が平成 25年３月に推計した本市の将来人口は、2020

年（令和 2年）には 34,040 人、2040 年（令和 22 年）には 30,597 人まで減少するとさ

れています。

本市の人口動態は、平成 23年から死亡者が出生者を上回る「自然減」が顕著に表れ

始め、転出者が転入者を上回る「社会減」も平成 25 年以降、恒常的に進んでおり、人

口減少が進行していることが伺えます。

また、年齢３区分別人口では、65 歳以上の老年人口３が増加する一方、年少人口４と

生産年齢人口５が平成 23 年以降減少し続けています。

就労人口の減少による社会経済の活力低下や税収の減少に加え、人口減少下での少

子高齢化に伴う影響が、地域の過疎化・空洞化による地域コミュニティの低下など、

市民の暮らしや地域社会に大きな影響を及ぼすことが想定され、喫緊の対応が求めら

れています。

２ 本巣市を取り巻く社会経済情勢の変化

１ これまでの行財政改革の取り組み

第１ 転換期を迎えた本巣市
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(2) 地方分権や新たな制度への対応

国は、「個性を生かし自立した地方をつくる」地方分権改革を推進するため、市町村

に対し、住民自治の充実をさせ、住民自らが地域の課題に対応するよう仕組みの整備

や意識啓発を図り、住民の理解を高め、参加を促進し、ＮＰＯ法人、教育機関、企業

など、地域での様々な主体と協働することを通じ、より効果的かつ質の高い行政サー

ビスを提供することを求めています。

また、新たな制度として国が、「まち・ひと・しごと創生本部６」を設置し、平成 26

年 11 月に「まち・ひと・しごと創生法」を制定したことで、地方創生に対する取り組

みや社会保障・税番号制度７など、新たな制度への対応が求められています。

(３) 公共施設の老朽化

本市では、高度経済成長期に様々な公共施設や社会インフラを整備しており、町村

合併により公共施設を多く有する自治体となったため、これらの施設の経常的な維持

管理に多額の経費を要しています。加えて、こうした施設の中には、建設後 30 年以上

経過した公共施設が多くみられ、更新費用に莫大な経費がかかり、財政運営に大きな

影響を与えることとなります。

また、市税収入の急激な増加が見込めない中、人口減少による公共施設の利用形態

が変化することが想定されるため、公共施設の全体の状況を把握しつつ、財政負担の

軽減・平準化を図るため、公共施設の適正な配置や管理が求められることとなります。

（４） 財政状況の変化

本市の財政状況は、財政の健全化を判断する指標では、現在のところ健全であると

いえますが、今後は、人口減少による生産年齢人口の減少などから市税の減収が見込

まれます。

また、地域間での税源の不均衡を調整し、全ての自治体が一定水準の行政サービス

を提供できるよう国から交付される普通交付税では、市町村合併への特例措置として

割増交付が措置されてきましたが、今後、段階的に縮減され、令和元年度には割増交

付が受けられなくなります。

これらのことを踏まえ、歳入の減少に対応した事業の見直しや効率化による経費の

削減を図り、財政の健全化に向けた取り組みが求められることとなります。
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（５） 第 2 次行財政改革の成果

本市では、第２次行財政改革大綱（平成 23 年度～平成 27 年度）に基づき、「経営型

行政運営」への転換に向けた取り組みを進めてきました。その結果、経費の削減や職

員数の削減など一定の成果をあげることができましたが、継続的に取り組む課題や先

送りされた課題など、引き続き改革に取り組む課題が山積しています。

（６） 新たな行財政改革の必要性

本市では、これまで人口の増加を続けてきましたが、近年は、減少傾向に転じてい

ます。人口減少による少子高齢化に加え、生産年齢人口の減少がもたらす市税の減収

などから財源確保が困難になり、これまで実施してきた施策や事業の継続が厳しい状

況にあります。

このような中、市民生活の安定・安心を最優先に考えた行政サービスを継続的、効

率的に展開するためにも、現下の本市の財政状況を精査し、また将来を推測し、限ら

れた経営資源（人・もの・金・情報）を有効に活用しなければなりません。

また、市民生活の安定・安心に寄与する施策・事業を見極め、効率化を図り、行政

組織の内部的な改革にとどまらず、選択と集中による政策を展開することにより、持

続的に必要なサービスを提供できるよう行財政改革に取り組む必要があります。

このため、市民と行政が協働し、「日本一住み良いまち」を目指すとともに、これま

での改革の手を緩めることなく、更なる改革を推進することで、持続可能な行財政運

営を目指し、「第３次本巣市行財政改革大綱」を策定するものです。
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これまでの行財政改革大綱による取り組みにより、職員の削減、事務事業の見直し、

組織の再編、アウトソーシング８といった行財政運営のスリム化や経営型行政運営への

転換に向けた取り組みを積極的に行い、本市の行財政改革システムを構築してきまし

た。

本格的な人口減少社会の到来や少子高齢化の進行など、行政を取り巻く社会環境が

急速に変化する中で、今後ますます増加する新たな行政課題や市民ニーズに対応する

とともに、現在の個々の行政サービスの水準を将来的にも維持し、持続可能な成熟し

た社会に向けて、更なる行政運営の改革が必要となります。

こうした中、国では、東京一極集中を是正し、若い世代の就労・結婚・子育ての希

望を実現し、地域の特性に即して地域課題を解決することで、社会を維持・発展させ

ていくための「地方創生」に取り組んでいるところです。

本市も次世代に向けて更なる発展を遂げ、自然と都市が調和した中、活力があり、

日本一住みよいまちにしてくため、更なる行財政改革に向けた取り組みを推進する必

要があります。

今後、地方分権が進行する中で、より多様化・複雑化する市民ニーズに対応するた

め、市民との協働・連携を強化し、効率性と実効性を担保できる行政運営を円滑に実

施することで、総合計画に掲げる将来像である「自然と都市の調和の中で 人がつな

がる 活力あるまち・本巣」を目指します。

このことから、本市の行財政改革の基本目標を次のように定めます。

改革の推進にあたっては、基本目標の達成のため、次の３つを基本方針とします。

基本目標

『持続可能な行財政運営の推進』

Ⅰ 健全で効率的な行財政運営

Ⅱ 人材の育成と組織の最適化

Ⅲ 市民とともに推進する行政運営

第２ 大綱の基本的な考え方

１ 改革の基本目標

２ 基本方針
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Ⅰ 健全で効率的な行財政運営

人口減少や少子高齢化の進行が、生産年齢人口や経済規模の縮小をもたらし、市税

などの歳入増加が見込めない状況の中、将来にわたり必要なサービスを提供できるよ

う、財政の健全化に向けた取り組みを一層強化し、中長期的な展望に立った行政運営

を推進します。

歳入規模に見合った歳出規模への構造転換に向けて取り組むとともに、財源確保に

向けた取り組みの強化を図り、強固な財政基盤を構築します。

また、民間事業者の専門知識などを有効に活用し、質の高い市民サービスを提供し

ます。

限られた財源を効率的かつ効果的に活用するため、選択と集中を徹底し、自主性・

自立性の高い行財政基盤を確立し、持続可能な行財政運営を目指します。

Ⅱ 人材の育成と組織の最適化

これまで職員の定員管理を適切に推進してきたことから、人件費の抑制について一定

の効果を上げてきました。

今後は、増大する行政課題に対応するため、職員の意識改革を行い、政策立案能力な

どの資質向上に向けた実践的な各種研修などを実施し、市民の満足度の高い行政サービ

スを継続して提供できるよう職員の質の向上を図ります。

社会情勢の変化に対応するため、機能的な組織を構築するとともに、中長期的な職員

採用や非常勤職員を含む効果的な人員を配置するなど、定員適正化に向けた取り組みを

推進します。

Ⅲ 市民とともに推進する行政運営

行財政規模が縮小傾向にある中、複雑化、多様化する市民ニーズや地域での課題に

対応するには、限られた財源や人員などの行政資源にも限界があるため、市民やＮＰ

Ｏ法人、自治会、企業などとの協働や連携によるまちづくりを推進します。

市民と一体となったまちづくりを推進するため、定期的に市民アンケートを実施す

るなど、市民ニーズの把握に努めます。

また、市の現状や情報を分かりやすく市民に伝え、市民と行政が市の現状や課題を

共有することで、目指すべき本市の将来像に向けて、市民とともに行政運営を推進し

ます。
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改革の基本方針に基づく改革の具体的な推進項目は、次のとおりとします。

１． 健全な財政運営

(1) 計画的な財政運営の推進

厳しい財政状況が見込まれる中、健全な財政運営を推進するため、具体的な数値

目標を設定し、計画的な財政運営を推進します。

(2) 歳入の確保

市税などの収納率の向上を図るための取り組みを積極的に展開するとともに、使

用料や手数料などは、受益者負担の適正化に向け、定期的に見直しを図ります。

また、公有財産を経営資源として捉え、適正な管理と有効活用を図り、将来に向

けた財源の確保に努めます。

(3) 特別会計・公営企業等の財政健全化

特別会計９・公営企業会計 10も、一般会計と同様に健全な財政運営を図る必要があ

り、一層の自助努力により独立採算を基本とした企業的経営に取り組み、効率的な

施設整備や普及率の向上を図るとともに、受益者負担の適正化の観点から適宜見直

しを図ります。

２． 事務事業の適正化・効率化

(1) 事務事業の検証と改善

限られた財源の中で、市民の満足度の高いサービスが提供できるよう「最小の経

費で最大の効果」を挙げることを念頭に、事業や施策の「選択と集中」を図り、事

務事業の効率化と歳出の適正化に努めます。

また、全ての事務事業の改善を図るため、行政評価システムによる継続的な点検・

評価を行います。

(2) 補助金・負担金の適正化

補助金や負担金は、社会経済情勢などに応じて見直しを図るとともに、その必要

性の有無を検討します。

３ 推進項目

① 健全な財政運営
② 事務事業の適正化・効率化
③ 公共施設等の適正配置
④ 民間事業者の活用

Ⅰ 健全で効率的な行財政運営



第３次本巣市行財政改革大綱

7

(3) 行政サービスの質の向上

より効果的な事業を実施するため、費用対効果の検証を図るとともに、個々の行

政サービスの「質」を向上させる工夫を職員自らが実践することで、行政サービス

全体の底上げを図ります。

３． 公共施設等の適正配置

(1) アセットマネジメント 11の推進

全ての公共施設などの有効活用を基本としつつも、施設の老朽化による維持費の

増加や社会情勢の変化による施設の利用率の低下に対応するよう総合的、長期的な

視点から、施設の長寿命化と施設機能の多目的化や統廃合を進め、利用実態に即し

た施設の適正配置を行います。

４． 民間事業者の活用

(1) 施設管理運営主体の見直し

公共施設の適正な配置を進めるとともに、指定管理者制度や外部委託など、アウ

トソーシング手法の活用に向けて検討し、施設の管理、運営などに民間の経営能力

や技術的能力を活用した、効果的かつ効率的な施設サービスの提供を図ります。

(2) 民間委託の推進

各種の行政サービスの提供は、行政が直接行うべきものであることを認識したう

えで、サービスの内容や特殊性を踏まえ、民間の専門知識などを活用することで、

より効率的かつ効果的な行政サービスの実施が見込まれる場合は、民間の経営資源

を活用した業務委託などを推進します。

１． 執行体制の最適化

(1) 組織体制の整備

これまで定員適正化計画を推進し、職員数の削減に努めてきました。

今後は、事務事業の見直しや民間委託の推進を図り、引き続き職員数の抑制に取

り組む一方、社会情勢の動向や市民ニーズの多様化など、新たな行政需要に対応で

きるよう適切な職員配置を行います。

(2) 危機管理体制の強化

今後、発生が危惧される南海トラフ地震 12、異常気象、集中豪雨による災害や有

① 執行体制の最適化
② 能力が発揮できる職場づくり
③ 職員の意識改革と資質向上

Ⅱ 人材の育成と組織の最適化
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事に迅速かつ適切に対応できるよう、危機管理体制の強化に努めます。

２． 能力が発揮できる職場づくり

(1) 働きやすい環境整備

仕事に対してやりがいや充実を感じながら、家庭生活や地域活動、自己啓発など

に係る時間を持つとともに、健康で豊かな生活を送ることができる働きやすい職場

環境の整備を図ります。

(2) 女性職員の活躍促進

全ての職員が個性と能力を十分に発揮できるよう、男女の違いを認識したうえで、

互いに補完し合い、職員一人ひとりが活躍しやすい環境づくりに努めます。

また、女性職員が様々な分野で活躍できるよう、キャリア形成のための支援を行

い、女性職員の活躍を促進します。

３． 職員の意識改革と資質向上

(1) 職員の意識改革

職員一人ひとりが問題意識、目的意識を持って職務を遂行し、コスト意識の徹底

や業務改善意識の高揚を図り、職員が一丸となって行政改革を推進する体制を構築

します。

(2) 職員の質の向上

複雑・多様化する市民ニーズや地方分権の進展、社会情勢の変化などに的確に対

応できるよう、職員個々の資質向上を図るため、各業務における専門研修を充実す

るとともに、地域課題などに対し幅広く対応するために必要な政策形成能力の向上

に努めます。

また、職員のモチベーションの保持、向上を図るため、適正な人事評価の充実に

努めます。

１．市民参加による行政運営

(1) 情報共有の推進

市民との協働によるまちづくりを推進するためには、市民と行政が情報を共有し、

課題解決に向けた取り組みを推進する必要があります。

① 市民参加による行政運営

Ⅲ 市民とともに推進する行政運営
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市が保有する情報を積極的に公開するとともに、市民ニーズを把握する機会の充

実を図り、市民と一体となったまちづくりを推進します。

(2) 協働のまちづくり

地域における課題解決のために、市民や市民活動団体、ＮＰＯ法人などの多様な

担い手と対等な関係の中で、互いの立場を尊重し、それぞれの特性を生かした自主

的・自発的な活動を促進させるため、市民が行政運営に参加する環境を整備し、市

民と行政による行政運営を推進します。
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本大綱は、本巣市の行財政改革の全庁的な取組方針を示す最上位の計画です。計画期

間は、平成 28年度から令和３年度までの６年間としますが、国の地方分権改革、国と地

方の役割分担や税源配分など、これまでの行政の仕組みが大きく転換された場合は、本

大綱を見直し、必要に応じて改訂することとします。

本大綱は、「第２次総合計画」での本市の将来像「自然と都市の調和の中で 人がつ

ながる 活力あるまち・本巣」の実現に向けた施策・事業を積極的に展開するための基

本となる、効果的・効率的な行政運営の更なる推進に向けて、市民と行政の協働のもと

に、本市が取り組むべき改革の新たな指針として位置づけます。

(1) 本大綱では、基本方針に基づく推進項目と具体的な改革の取り組み内容、時期と

目標を明確化した「行財政改革実施計画」を策定します。

その後、行財政改革実施計画は、行政評価（事務事業評価）に基づき、事務事業

ごとの実施計画を策定します。

第３ 大綱の計画期間

第４ 大綱の位置づけ

第５ 改革の進め方

１ 行財政改革実施計画の策定

本巣市第２次総合計画

（本市の将来像の実現のための具体的な施策・事業）

第３次本巣市行財政改革大綱

（総合計画に掲げる施策・事業を効果的・効率的に実施するための新たな指針）

「総合計画」と「行財政改革大綱」との関係
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(1) 行政改革推進本部（庁内推進組織）

「本巣市行政改革推進本部」により、本大綱と行財政改革実施計画の進捗状況を

調査・点検し、改革目標の達成に向けた進行管理を行います。

(2) 行政改革推進委員会（識見を有する者 10 人）

行財政改革の進捗状況を「本巣市行政改革推進委員会」へ定期的に報告し、意見

を伺いながら、市政に反映していきます。

(3) 職員

全職員が一丸となって行財政改革に対する共通認識を持ち、改革目標の達成に取

り組みます。

行財政改革推進体制図

あああああああああ

⑩答申

周知・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ

意見聴取

⑨諮問
報告

意見

集約
①指示 ⑦報告 報告
⑧承認 指示

報告

②指示
⑥承認 ⑤報告

確認

相談・協議

③依頼 ④回答
報告・回答

協議調整

各 課

行政改革検討委員会

行政改革推進本部

市 長議 会

事

務

局

行政改革推進委員会

（市長が任命した識見を有する者）

市 民

庁
内
推
進
組
織

２ 推進体制
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実施計画に記載された取組項目をＰＤＣＡサイクルにより進行管理し、毎年度進捗状

況や成果などをとりまとめ、「行政改革推進本部」で検討のうえ、「本巣市行政改革推進

委員会」で審議し、議会へ報告するとともに市民に公表します。

PDCA サイクル

３ 進行管理

PLAN（計画）

計画の策定

CHECK（検証）

計画の進行管理

ACTION（見直し）

内容の改善

DO（実施）

計画の実行
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第３次 本巣市行財政改革のイメージ図

～自然と都市の調和の中で 人がつながる 活力あるまち・本巣の実現に向け～

基本目標

持続可能な

行財政運営の推進

健全で効率的な

行財政運営

市民とともに

推進する行政運営

人材の育成と

組織の最適化

財政状況の変化

公共施設の老朽化

地方分権や新たな制度へ

の対応

１．市民参加による

行政運営

１．執行体制の最適化

２．能力が発揮できる職場づくり

３．職員の意識改革と資質向上

１．健全な財政運営

２．事務事業の適正化・効率化 ３．公共施設等の適正配置

４．民間事業者の活用

計画期間 ： 平成 28年度～令和3年度までの６年間

人口減少・少子高齢化

の進行
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１ 集中改革プラン

行政改革大綱に基づく具体的な取り組みを集中的に実施するために、平成 17 年度を起点

とし、平成 21年度までの５年間の具体的な取り組みを明示した計画で、「地方公共団体に

おける行政改革推進のための新たな指針（平成 17 年３月 29 日 総務事務次官通知）」で全

国の地方公共団体に策定が求められるもの。本市では平成 18年３月に策定。

２ 国立社会保障・人口問題研究所

平成８年に、厚生省人口問題研究所と特殊法人社会保障研究所との統合によって誕生し

た厚生労働省に所属する国立の研究機関であり、人口や世帯の動向を捉えるとともに、内

外の社会保障政策や制度についての研究を行う機関。

３ 老年人口

65 歳以上の人口。

４ 年少人口

０歳から 14 歳までの人口

５ 生産年齢人口

15 歳から 64 歳までの人口

６ まち・ひと・しごと創生法

我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかける

とともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保

して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくための法律（平成 26 年１月 28 日

施行）。

７ 社会保障・税番号制度

複数の機関に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための

基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・

公正な社会を実現するための社会基盤。

用語の解説
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８ アウトソーシング

市が行政責任を果たす上で必要となる監督権などを留保しつつ、その事務の執行に外部

資源（労働力、財源、知識・技術力）を活用すること。

９ 特別会計

特定の事業を行う場合または特定の収入で事業を行う場合には、経理を他の会計と区分

する必要があるため、法律や条例に基づいて設置している会計。本市では、国民健康保険

事業、後期高齢者医療事業、公共下水道事業、農業集落排水事業の特別会計がある。

10 企業会計

地方公営企業法の全部または一部を適用する会計。本市では、水道事業会計がある。

11 アセットマネジメント

アセット（ａｓｓｅｔ） 資産・財産 マネジメント（ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ） 経営・

管理。市が保有する資産を適切に管理及び運用を行うこと。

12 南海トラフ地震

南海トラフ及びその周辺の地域における地殻の境界を震源とする大規模な地震をいい、

この中には南海地震や東南海地震、東海地震などが含まれる。それぞれの地震が単独で発

生する場合もあれば、複数の地震が同時または時間差で発生する場合もある。


