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【 行政改革大綱 】 

ページ 箇所 項目 委員会答申 大綱・実施計画 変更理由 

１ 用語解説 ※1義務的経費 人件費、公債費、扶助費など、歳入の状

況にかかわらず、毎年支出しなければい

けない経費。 

人件費、公債費、扶助費。  歳入の状

況にかかわらず、毎年支出しなければい

けない経費。 

文言整理による修正 

２ 用語解説 ※5一般財源 市の収入のうち、使いみちに制限のない

財源（地方税、地方交付税、地方消費税

交付金など） ⇔ 特定財源（国・県補助

金、借入金    など） 

 

市の収入のうち、使いみちに制限のない

財源（地方税、地方交付税、地方消費税

交付金など） ⇔ 特定財源（国・県補助

金、使用料・手数料など） 

誤記修正 

８ (4) 効 率

的・効果的

な行財政運

営 

(4)－１ 組織改革 また、新しい地域コミュニティ組織の

設立や活動の支援を通じた地域支援機

能の強化も求められていることから、

（後略） 

また、新しい地域コミュニティ組織の

設立や活動の支援といった地域支援機

能の強化も求められていることから、

（後略） 

文言整理による修正 

８ (4) 効 率

的・効果的

な行財政運

営 

(4)－２ 人件費総額の

抑制 

しかし、新たな国県制度の設立や権限移

譲、市民ニーズに応じた本市独自の施策

等により事務事業が増大する中、（後略） 

しかし、国県制度の新設・改正 や権限

移譲、市民ニーズに応じた本市独自の施

策等により事務事業が増大する中、（後

略） 

文言整理による修正 

１０ (4) 効 率

的・効果的

な行財政運

営 

(4)－７ 地方公社の経

営健全化 

今後、新たな土地取得に関しては平成 24

年度に定めた運用方針     によ

り厳格に判断し、（後略） 

今後、新たな土地取得に関しては「用地

の先行取得にあたっての運用方針※14」に

より厳格に判断し、（後略） 

文言整理による修正 

１０ 用語解説 ※14 用地の先行取得に

あたっての運用方針 
― 

市と豊岡市土地開発公社との間で用地

先行取得に関する考え方や条件を定め

たもの。 

用語解説の追記 
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【 行政改革実施計画 】 

ページ 箇所 項目 委員会答申 大綱・実施計画 変更理由 

３ 概要 （２－１－１） 

③チクタクの NPO 法人化 

この制度を利用して運行している「チ

クタク奥山」「チクタクひぼこ」「チクタ

ク資母」の３地区及び今年 12 月に運行を

開始する「チクタク合橋」において、（後

略） 

 

 このことにより、デマンド型の運行か

らエリア指定の運行へ代わり、利用者へ

のサービスが向上する。また、法人化に

伴い、他事業と併せて行えば、地域活性

化につながる。 

 

この制度を利用して運行している「チ

クタク奥山」「チクタクひぼこ」「チクタ

ク資母」「チクタク合橋」の４地区におい

て、              （後

略） 

 

 このことで、路線を定めた運行から区

域を定める運行に変わるため、利用者の

ニーズに応じたドア・ツー・ドアに近い

運行が可能となり、利用者の利便性が向

上する。 

文言整理による修正 

７ 細項目 （２－２－１） 

⑥豊岡市エコハウス管理

運営業務の民間委託 

⑥豊岡エコハウス 管理運営業務 ⑥豊岡市エコハウス管理運営業務の民間

委託 

誤記修正、文言整理に

よる修正 

８ 概要 （２－２－１） 

⑧建設課所管公共施設維

持管理業務の民間委託 

                 

 

①ポンプ場管理業務 

職員による配置・業務の縮小・見直し、

業者・地元への委託を検討 

 

（中略） 

 

④道路パトロール業務 

道路パトロールの実施状況 

・市内を 8区域に分け、各 2名体制で毎

月 2回、半日のパトロールを実施 

・2回( 日高 4回、但東 3回 )のパトロ

 以下の業務の民間委託を検討する。 

 

①ポンプ場管理業務 

職員配置の縮小、業務の見直し、   

業者・地元への委託を検討 

 

（中略） 

 

④道路パトロール業務 

道路パトロールの実施状況 

・市内を 8区域に分け、各 2名体制で毎

月 2回   のパトロールを実施 

                  

文言整理による修正 



行政改革委員会答申～豊岡市行政改革大綱・実施計画における主な変更点 

3 

ページ 箇所 項目 委員会答申 大綱・実施計画 変更理由 

ールで区域を一順 

主に修繕必要箇所の把握と、軽微な維持

補修等を行う 

 

         

主に修繕必要箇所の把握と、軽微な維持

補修等を行う 

 

９ 概要 （２－３） 

1 豊岡市訪問看護ステー

ションの民間移譲 

・介護保険利用者数(     9 月末現在 ) 

38 人 

 

・医療保険利用者数(     9 月末現在 ) 

16 人 

・介護保険利用者数( Ｈ25.9 月末現在 ) 

38 人 

 

・医療保険利用者数( Ｈ25.9 月末現在 ) 

16 人 

文言整理による修正 

１０ 概要 （３－１） 

1 政策評価の本格導入 

平成 24年末より明治大学ガバナンス研

究科の指導を受け、12 の分野で政策評価

を試行している。政策評価とは、（後略） 

                   

                   

        政策評価とは、（後略）

文言整理による修正 

１１ 概要 （３－１－２） 

④滞納徴収事務の一元化 

・対象者が同じ場合あり、交渉・対応等

の一元化 

・対象者が同じ場合に、 交渉・対応等

を一元化 

文言整理による修正 

１１ 概要 （３－１－２) 

⑤兵庫衛星通信ネットワ

ーク設備の整理 

<参考> 

○設備更新・廃止にかかる効果（交付税

措置後の実質負担）：△23,130 千円 

全設備をデジタル化存続した場合： 

29,080 千円 

 

<参考> 

○設備更新・廃止にかかる効果（交付税

措置後の実質負担）：△23,920 千円 

全設備をデジタル化存続した場合： 

29,870 千円 

誤記修正 

１３ 細項目 （３－２－３） 

②各種団体補助金（商工

関係分） 

②各種団体補助金交付の見直し（商工関

係分） 

②各種団体補助金      （商工関

係分） 

文言整理による修正 
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ページ 箇所 項目 委員会答申 大綱・実施計画 変更理由 

１４ 細項目 （３－２－３） 

④勤労者福祉事業補助金

（新規学卒就職者合同

研修会補助金） 

④勤労者福祉事業補助金（新規学卒就職

者合同研修会補助金）の縮小 

④ 勤労者福祉事業補助金（新規学卒就職

者合同研修会補助金）    

文言整理による修正 

１４ 細項目 （３－２－３） 

⑤若者定着促進補助金 

⑤若者定着促進補助金の廃止 ⑤若者定着促進補助金    文言整理による修正 

２１ 概要 （４－３－３） 

④玄武洞公園の有料化 

（前略）活用方法等について整備事業検

討委員会で検討を進める。 

（前略）活用方法等について整備検討委

員会  で検討を進める。 

誤記修正 

２２ 概要 （４－４－１） 

①長期財政見通し 

 財政の健全運営を図るため、長期財政

見通しを常に見直し、将来予測の的確な

把握に努める。 

 

（前略）将来の財政危機を明確に示す  

 方法として、直近の決算額ベースをも

とに「長期財政見通し」として策定方法

を改めた。 

 新方式の採用により、将来の収支不足

額を明らかにしたほか、将来への備えを

どうするのか？新たな行革方針をどのよ

うにするのか？との検討の素地となっ

た。 

 

 財政の健全運営を図るため、長期財政

見通しを適宜見直し、将来予測の的確な

把握に努める。 

 

（前略）将来の財政危機をより現実的に

示す方法として、直近の決算額ベースを

もとに「長期財政見通し」として策定方

法を改めた。 

 将来の収支不足額の見込みを示すとと

もに、「将来への備えをどうするのか？」、

「新たな行革方針をどのようにするの

か？」との検討の基礎となっている。 

文言整理による修正 
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ページ 箇所 項目 委員会答申 大綱・実施計画 変更理由 

２４ 概要 （４－６） 

1 第三セクターへの経営

指導 

（前略）市と三セク  の間の意見交

換・情報交換を図るとともに、三セク相

互の連携に努めているほか、三セク自ら

が経営診断を受けるなど、経営改善に取

組んでおり、今後も進めていく。 

 

（前略）市と第三セクターの間の意見交

換・情報交換を図るとともに、   相

互の連携に努めている。 

市と第三セクターの間の連絡調整を密

にするとともに、債務の累積など経営状

況が深刻である場合はもとより、悪化し

つつある場合には、専門家の意見も踏ま

えつつ、第三セクターの行っている事業

が地域振興等の公共、公益的使命を果た

しているかとの行政上の判断も加味した

上で抜本的検討を行う。 

 

議会全員協議会での

意見を踏まえ、市との

連携を強める表現と

した。 

２４ 所管課・部 （４－６） 

1 第三セクターへの経営

指導 

政策調整部 各所管部 

政策調整部 

担当部署を追記 

２４ 所管課・課 （４－６） 

1 第三セクターへの経営

指導 

財政課 

 

各所管課 

財政課 

担当部署を追記 

２４ 概要 （４－７） 

1 豊岡市土地開発公社の

保有地売却促進 

（前略）平成 25 年 9 月に解約借換し、解

消済み。 

（前略）平成 25 年 9 月に解約借換えし、

解消済みである。 

文言整理による修正 

 


