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１．これまでの行財政改革の取り組み 
本町は、平成１４年1２月に合併の賛否を問う住民投票を実施し、その結果、“単独町

制”を選択しました。 

これに伴い平成１５年１２月、「奈義町再出発計画」を策定し、行財政の抜本的な改革

を開始しました。 

また、平成２４年１２月にはこれまでの改革の成果を分析、社会経済情勢等の変化を踏

まえて「奈義町行財政改革大綱（計画期間：平成２５～２９年度）」を策定し、「行革で

希望が持てるまちづくり」をスローガンに、４つの基本方針のもと19項目の改革事項を掲

げ、積極的な取り組みを進めているところです。 

これまでの基本方針及び具体的な改革の取り組み事項は、 

＜基本方針＞ 

 ・行政運営の効率化  ～行政経営の視点～ 

 ・開かれた町政の推進 ～町民の視点～ 

 ・健全財政の維持 ～中長期的な視点～ 

 ・人口減少の阻止 ～まちづくりの視点～ 

 

＜具体的な取組み事項＞ 

・職員の定数管理 

・職員給与の適正化 

・議員定数と特別職報酬のあり方 

・業務や組織の再編統合と公共施設の維持管理と運営方針 

・公営企業会計と特別会計の経営の健全化 

・事務経費など庁内コスト削減 

・各種大会、イベント等の見直し 

・補助金等の見直しと施設の有効利用 

・職員の意識改革、資質の向上 

・情報提供の充実 

・公共事業の見直し 

・自主財源の確保、債務の軽減 

・受益者負担のあり方の検討 

 

などがあげられますが、こうした項目に重点的に取り組んだ結果、本町は健全な財政状

況のもとに行財政運営を行っています。  
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２．国の方針と社会情勢 
平成12年４月に地方分権一括法（※１）が施行され、国から県・市町村への権限移譲が

進められるとともに、地方自治体の「自主性」と「自立性」が確保されることとなり、国

と地方自治体の関係は、法律上、「対等・協力」の関係へと変化しました。 

また、平成16年からの三位一体改革（※２）では、国庫補助金・負担金の廃止や縮減、

地方交付税の見直し、地方自治体への税源移譲など、財政的な面からも地方分権が進めら

れています。 

さらに、令和元年においても地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律（※３）が施行され、国における地方分権改革は今後

も一層推進されるものと考えられます。 

このような状況から国は、地方自治体の自主性・自立性を尊重しながら権限移譲を進め

る一方で、地方自治体に対し、行財政改革のさらなる推進、行政運営の公平性の確保と透

明性の向上、住民参加の充実など、地方創生や地方分権改革をより推進するために必要と

なる体制整備を強く求めているところであります。 

しかしながら、今後の人口減少、少子高齢化社会の進行、社会経済環境の変化、高度情

報化の進展、町民参加・協働のまちづくりの推進、公共施設の老朽化対策など、多様化・

複雑化する行政課題や町民ニーズは、更なる行政サービスの需要増大と、社会保障費等の

経常的経費の増額といった財政負担を生み出しており、市町村の財政状況は極めて厳しい

状況にあります。 

 

※１ 地方分権一括法  

地方分権一括法は、地方公共団体の事務に関する記述のある法律のうち、改正が必要な475 本の法律の改正部分

を１本の法律として改正したもの。主な内容は、機関委任事務の廃止と事務の再配分、国等から地方に対する関与

の見直しと新たなルール化、権限移譲の推進など。 

※２ 三位一体改革 

三位一体改革は、「地方が決定すべきことは国でなく地方自らが決定する」という地方分権の実現に向けて、歳

入・歳出両面にわたって国の関与を縮小し、地方の権限と責任を大幅に拡大するために行われる地方行財政制度の

改革。 

※３ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 

都道府県から中核市への事務・権限の移譲や地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等の関係法律の整

備を行う法律。 
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３．本町の現状と課題 

１）本町の財政状況 

町税の収納額は平成３０年度末で752,039千円、平成２４年度末の569,399千円

と比較して182,640千円の増（約32％増）となっており、景気回復や企業誘致、太

陽光発電所の稼働により町税の収納額は増加傾向にありますが、本町のように地方交

付税が交付されている自治体は、税収の増加に伴って地方交付税が減少しますので、

増収分がそのまま財政的な余裕となっているわけではありません。 

 また、地方債残高については、平成30年度末で3,779,672千円であり、平成２４

年度末の2,898,853千円と比較して880,819千円の増（約30％増）となっています

が、財政負担の少ない過疎対策事業債や、実質的に財政負担のない臨時財政対策債な

どの優良債が地方債残高の約87％であり、本町の実質的な負担は抑えられています。 

 一方で基金残高については、平成30年度末で4,402,624千円であり、平成24年度

末の2,641,462千円と比較して1,761,162千円の増（約67％増）と大幅に増加して

おり、行財政改革取り組みで行政コストを削減させ、毎年基金を積み立てたことによ

るものです。 

 現在は地方債残高よりも基金残高が多く、地方債の実質的負担も少ないことから健

全な財政状況にあるといえますが、人口維持に必要な新たな施策を実施するだけの財

源はなく、また今後中学校の建て替えやこども園の建設などの大型公共事業を予定し

ているため、財政状況の悪化は避けられない見通しです。 
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２）少子高齢化の進行と人口減少 

平成27年に行われた国勢調査人口は5,906人で、平成22年に行われた国勢調査人

口の6,085人と比較すると179人の減（2.9%の減）となっており、本町の人口は減

少し続けています。 

また、人口の推移を１５歳未満の年少人口・１５歳以上６５歳未満の生産年齢人

口・６５歳以上の老年人口で比較すると、年少人口と生産年齢人口が大幅に減少し、

逆に老年人口は増加しています。 

 

平成22年 

（割 合） 

平成２７年 

（割 合） 
増減数 増減率 

年少人口 

（15歳未満） 

781人  

（１２．８％） 

738人  

（１２．５％） 
△43人  △5.5%  

生産年齢人口 

（15歳～64歳） 

3,480人  

（５７．２％） 

3,208人  

（５４．３％） 
△272人  △7.8%  

老年人口 

（65歳以上） 

1,824人  

（３０．０％） 

1,960人  

（３３．２％） 
136人  7.5%  

総 人 口 6,085人  5,906人  △179  △2.9%  

 

さらに、高齢化率を比較すると、平成22年の30.0%に対し平成27年は33.2%と高

齢化率は5年間で3.2%も増加しました。これは、“団塊世代”が65歳以上となった

ことに伴って上昇したもので、今後も上昇し続ける見通しである反面、少子化による

年少人口・生産年齢人口のさらなる減少に伴う総人口の減少が懸念されます。 

人口減少は町税や交付税等の収入にも大きく影響するものであり、また、高齢化の

進行は医療費や介護保険サービスなど財政需要の増大を引き起こすと考えられるた

め、今後の大きな課題として、福祉や医療などのサービス水準維持と若者定住を促進

するための環境整備が本町の課題となっています。 
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資料：人口等の推移と将来推計 
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高齢化率の推移 

 

人 口 の 将 来 推 計 

 

高齢化率の将来推計 
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４．新たな行財政改革の必要性 

本町では、これまで社会情勢の変化や多様化する町民ニーズなどに対応し、質の高い行

政サービスを最少の職員数と経費で提供できるよう、平成１５年１２月「奈義町再出発計

画」、平成２０年１月「奈義町行財政改革大綱」、平成24年１２月「奈義町行財政改革大

綱」を策定し、町民と職員が一丸となって行財政改革を進めてきました。 

その結果、職員数を最小限に抑え、事務の効率化、各種補助金等の見直し、基金の増額

などを実施し、現在では健全な財政状況のもと行財政運営を行っています。 

また、少数精鋭の職員でまちづくりを推進するためには、職員能力の向上と意識改革を

図り、常に町民の視点に立った仕事の進め方や業務の見直しを行うなど、単なる簡素化や

効率化だけにとどまらない改革を進め、子育て支援施策や高齢者福祉施策、若者定住化施

策など幅広い分野で施策を展開し、合計特殊出生率や在宅見取り率で県内一位になるな

ど、着実な成果をあげてきました。 

しかしながら、国や地方を取り巻く財政状況は依然として厳しい状況であり、地方分権

型社会に対応できる足腰の強い体制づくりや少子高齢化及び人口減少への対策、高度化・

多様化する地域課題や働き方改革への対応は、これまで以上の変革が必要と考えていま

す。 

さらに、今年度に策定する「奈義町まちづくり総合計画」や「奈義町まち・ひと・しご

と創生総合戦略」に掲げる人口を維持するための政策課題にも対応していくためには、

「改革に終わりなし」との認識の下、不断の決意で行財政改革を継続し、新たな施策のた

めの財源を生み出さなければなりません。 
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５．奈義町行財政改革大綱の指針 

１）基本理念 

『奈義町の持続的な発展のために』 

新たな奈義町行財政改革大綱では、現在の福祉・教育の施策水準を維持しながら奈義

町が将来に向けて魅力的なまちづくりを進め、生活の質を落とさず持続的に発展してい

くため、これまで取り組んできた行財政改革の成果を更に向上させるとともに、残され

た課題等を検証し、単純に「歳出を削減する」という考え方ではなく、「歳出の削減に

よって得られた貴重な財源を町の持続的な発展のために活用する」という考え方のも

と、町民の理解と協力を得て継続的に行財政改革を推進するとともに、奈義町が将来に

わたり優しさと思いやりで永続できるまちづくりを進めるための行財政改革とします。 

 

２）基本方針 

この基本理念の実現に向け、次の４つの視点に立った基本方針を定め、行財政改革

を推進します。 

① 行政運営の効率化  ～ 行政経営の視点 ～ 

成果を重視した自治体経営の構築を目指し、限られた人材、財産、予算を効率的

かつ効果的にマネジメントできる体制を整備し、事務事業の整理合理化や人材育成

を進めます。 

 また、多様化・高度化する行政ニーズに迅速かつ的確な対応を可能とする機構改

革や、業務量調査により事務・事業量を数量的に把握し、適材適所の職員配置及び

適正な定数管理に努めます。 

② 開かれた町政の推進  ～ 町民の視点 ～ 

町政の透明性を確保するため、町民への積極的な情報提供を行い、より一層の理

解と信頼を深め、町民の声を聴き、可能な限り行政に反映させ、町民目線に立った

公正で開かれた町政を推進します。 

 また、町民と行政の役割を明確にし、それぞれの責任において行動するため、自

助・共助・公助による活動を再確認し、協働によるまちづくりを推進します。 
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③ 健全財政の維持 ～ 中長期的な視点 ～ 

新たな自主財源の確保や町税等の収納率の向上による歳入確保に努め、事務事業

や補助金等の見直しによる歳出全般の削減を図り、新たな施策の為の財源を確保し

ます。 

 また、現在の財政状況を分析し、中長期的な視点に立って、中学校の建替えやこ

ども園の建設などの大事業を行っていく中でも健全財政が維持できるように努めま

す。 

④ 魅力あるまちづくり  ～ 人口維持の視点 ～ 

現在の暮らしやすさを維持するためには、現在の人口を維持する必要があり、人

口維持のためには乳幼児から高齢者まで、全ての年代で魅力あるまちである必要が

あります。各種施策等の見直しにあたっては、町の魅力の維持、向上の観点を考慮

しながら人口維持の視点で切れ目のない施策に取り組むこととします。 

 

３）計画期間 

奈義町行財政改革大綱の計画期間は、令和２年度を起点として令和６年度までの５

年間とします。 

 ただし、本大綱策定後、国や社会情勢等の急激な変化により見直しが必要となった

場合は、逐次見直しを行うこととします。 
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６．行財政改革の具体的な取り組み項目 

１）人件費に関する改革 

① 職員の定数管理 

職員の定数管理については、退職見込み者数や業務量を考慮したうえで、職員定

数管理計画を作成し、計画的な職員採用を行います。 

 

② 人事院勧告に応じた給与改正 

職員の給与は、人事院勧告に応じた給与改正を確実に行います。 

また、職員給与の透明性を図る観点から、職員の給与状況については、広報紙やホ

ームページ等を活用して公表します。 

 

③ 議員定数と特別職・委員報酬のあり方 

特別職、委員報酬については、他の類似団体等を参考に適正な運用を図ります。

また、議員定数・報酬については、適正な定数・報酬となるよう議会に委ねます。 

 

２）組織・機構及び事務事業に関する改革 

① 行政組織、機構の見直し 

・ 関連、類似する業務や組織の再編、統合 

社会情勢の変化等に伴う新たな行政課題や多様な町民ニーズに適時対応し、地

域の活力を一層醸成する行政サービスが展開できるよう、機構・組織の再編、統

合を図ります。また、課を越えた横の連携を密にし、有事の際等にも柔軟で機動

力のある対応ができる組織づくりを行います。 
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・ 業務の効率化及び時間外労働の削減による働き方改革 

業務手順の見直しや業務の外部委託、ICT※1 及び AI※2 技術の活用による業務の

効率化を行うことで、時間外労働を削減し、ワークライフバランスの確保による

働き方改革を実現します。 

 ※1 ICT（Information and Communication Technology） 

情報処理だけではなく、インターネットのような通信技術を利用した産業やサービスなど

の総称。 

 

※２ AI（Artificial Intelligence） 

人間が持っている認識や推論などの能力をコンピューターでも可能にするための技術。人

工知能。 

 

・ 指定管理による公共施設の管理、運営等の推進 

町有施設でその性質や運営形態が指定管理者制度や民間経営等が適当と考えら

れるものについては、町民や有識者も交えて専門的な検討を行い、指定管理制度

活用や民間活力の誘導を積極的に推進します。 

 

② 公営企業の経営の健全化及び特別会計への繰出金のあり方 

 ・ 【公営企業会計】 

・上水道事業会計、工業用水道事業会計、下水道事業会計 

公営企業の経営に要する費用は経営に伴う収入をもって充てる独立採算が原則

とされていますが、現行のままの料金では安定的な水の供給やサービスの提供に

支障をきたす恐れがあります。そのため、事業の効率化と受益者負担の適正化、

加入率の向上により安定的な経営の健全化を図ります。また、繰出金について

は、事業維持のため必要最低限の繰出しに努めます。 

・ 【特別会計】 

・国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計 

給付費の増大は被保険者の負担増につながることから、被保険者の健康増進対

策を行うことにより、給付費抑制を図ります。また、繰出金については、健全な

財政運営のため、必要最低限の繰出に努めます。 
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・土地取得特別会計 

東山工業団地は平成 27 年度に完売し、現在は維持管理が事業の中心となって

おり、特別会計としての目的は果たされたと考えられるため、現在の事業を一般

会計に引き継ぐことを検討します。 

 

・分譲地造成特別会計 

住宅用地の確保・提供は、人口の流出防止と移住・定住者の増加に大きな影響

を与える一方、従来方式の分譲地整備では財政負担が大きくなるため、費用対効

果や民間活力の活用、国補助事業の活用等も十分に検討したうえで、計画的な分

譲地の整備や、空家対策に基づく住宅用地の確保を行います。 

③ 事務事業等のコスト削減 

  ・ 需用費等の節減と合理化 

事務事業の執行にあたっては、常にコストを要するものであることを再認識

し、費用対効果の観点から効率的な事業執行を心がけるよう、職員に対しコスト

削減意識の高揚を図ります。 

 

・ 各種大会、イベント等の見直し 

イベント等の集約と、時代に即した新規イベントの開催について検討します。

特に町外者も対象としたイベントについては、「本町の知名度及び交流人口の向

上を図ること」を共通目的として開催するほか、既存イベントについても、より

魅力的なイベントとなるよう毎年内容を改善し開催します。 

 また、これまでの行政主導型イベントから住民・組織主導型イベントへの転換

を積極的に推進します。 

 

・ 契約方法の見直し 

現在、契約の締結にあたっては、大部分を指名競争入札により実施しています

が、地元企業の育成を考慮しながら、企業間の競争をより促し、事業コストの削

減を図るため、一般競争入札による契約を基本とするよう見直しを進めるととも

に、公共工事の品質確保を促進するために検査体制の充実を図ります。 
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④ 町有財産の有効活用 

・ 町有財産の有効活用 

町が所有する財産（土地・建物）の有効活用を図りつつ、有効活用が見込めな

い財産については、地元移譲や民間等への売却・貸出等を検討します。 

・ 借上公共施設用地の取得 

公共施設用地の借上げ料については、将来にわたる財政負担となるため、行政

として将来への責任と覚悟をもって用地取得に向けた協議を進め、早期の取得や

借上げ単価の見直しにより将来の財政負担を最大限軽減できるよう努めます。 

⑤ 地域協働の推進 

地域における公共・公益的なサービスのすべてを行政が提供するという行政主導

型の発想ではなく、公共的サービスの担い手として期待される地区・町民団体・

NPO 法人※1 など多様な主体への支援体制を構築し、諸課題については、協働して課

題解決にあたり、地域の特性を活かしながら町民も一緒になって参加できるまちづ

くりを進めます。 
 

※1 NPO 法人 

特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目的として設

立された法人 

３）町民サービスに関する改革 

① 補助金・負担金・交付金等の見直し 

補助金・負担金・交付金等については、事業効果等の検証時期を設定し、成果等

に応じた整理を行います。 

② 職員能力の開発と支援 

限られた人員で質の高い行政サービスを町民へ提供していくためには、職員の意

識改革や資質向上など、さらに人材育成に力を入れる必要があります。 

 そのためには、各種研修や他団体との人事交流などを通じて知見を広げ、社会情

勢等に応じた高度な能力を身につけるとともに、班長制度を活用した組織の活性化

を図り、本町の進むべき未来や持続的な発展について、目的意識・課題意識の高い

職員の育成を行います。 
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 また、職員の自発的な能力の向上を図るため、人事評価制度の運用を徹底し、職

務能力に応じた昇給を行います。 

③ 情報提供の充実 

広報紙やホームページ、SNS※1 等を活用し、若者から高齢者まで、すべての世代

に対して有効な情報提供の方法を検討するとともに、提供内容の充実を図ります。 

 また、災害時等でも適切な情報提供が行えるよう、多様な情報提供手段を確保し

ます。 

    ※1 SNS（Social Networking Service） 

    インターネット上での交流を実現するサービス。 

４）投資的経費の改革 

① 公共工事等のあり方 

時代に応じて必ず必要な施設の整備を行いつつ、現在の施設をできるだけ長く利

用できるよう、長寿命化計画に基づいた長寿命化対策を実施します。なお、施設の

整備や長寿命化対策にあたっては、公共施設整備等基金を計画的に活用し、可能な

限り国・県等の補助金や公共施設等適正管理事業債等の有利な起債を積極的に活用

して実施します。 

また、道路・橋梁等については、計画的に新設改良及び長寿命化対策を実施しま

す。 

５）財政に関する改革 

① 町税増収対策 

町税の増収納対策については、引き続き徴収率の向上に努め、悪質滞納者に対し

ては法的な手続き等により厳格に対応します。 

② 使用料・手数料・負担金の適正化と新たな財源の確保 

使用料、手数料をはじめ、保育料、水道料金、下水道使用料等については、受益

者負担の原則と住民負担の公平性確保の観点から、近隣市町村との均衝を考慮する

とともに、社会情勢等を十分に把握しながら料金改定を適切に行います。 

また、広告収入等の新たな財源の確保を図ります。 
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③ 有利な起債の活用 

また今後も適正で計画的な借り入れを行い、公債費を適切に管理することとし、

借入れする場合は、過疎対策事業債等の有利債を積極的に活用します。 

④ 健全財政の維持 

現在の財政指標は岡山県内の自治体の中でも優良な水準を維持していますが、中

学校の建替えやこども園の建設、人口減少による収入減や高齢化の進展による社会

保障費の増大など、財政指標の悪化は避けられない状況であります。今後は、財政

悪化を最小限に止め、財政健全化指標（実質公債費比率、将来負担比率等）におい

て、国が定める早期健全化基準に達することが無いように、行財政改革実施計画に

基づく予算編成の徹底を図ります。 

７．行財政改革の着実な推進 
行財政改革大綱に基づく行財政改革実施計画を策定し、行財政改革の取組みの進

捗管理を行います。また、取組状況については、行財政改革実施計画に沿って毎年

度議会に報告することとし、併せて広報紙やホームページ等で公表することによ

り、町民の皆様への周知を行います。 


