
 

 

小松島市行政改革プラン２０１５ 

進捗状況 

（平成２９年度実績） 
 

 

 

 

■小松島市行政改革プラン２０１５の概要 

推進期間 平成２７年度～平成３１年度（５年間） 

目   標 人口減少社会においても持続可能な行財政システムを確立する。 

 

 

■具体的な行政改革の取り組み 

〈項目〉          〈所管課〉 〈ページ数〉 

１ 公共施設の効率的な運営・見直し 

 （１）公共施設等総合管理計画 ..................................... 総務課 ............ 1 

 （２）保育所・幼稚園 .................................................... 児童福祉課 ...... 2 

 ................................................... 教育政策課 ...... 2 

 （３）小学校 ............................................................... 教育政策課 ...... 3 

 （４）市営住宅 ............................................................ 住宅課 ............ 4 

２ 歳入の確保 

 （１）未収金の管理・回収（市営住宅使用料） .................. 住宅課 ............ 5 

 （２）未収金の管理・回収（住宅新築資金等貸付事業） ..... 人権推進課 ...... 6 

 （３）市税 ................................................................... 税務課 ............ 7 

３ 効率的な業務の運営（民間委託・民営化の推進） 

 （１）ごみの収集業務 ................................................... 環境衛生センター ... 8 

 （２）学校給食業務 ..................................................... 教育政策課 ...... 9 

 （３）地域公共交通 ..................................................... 市民生活課 ...... 9 

４ 定員管理の適正化 .................................................. 人事課 ............ 10 

５ 人材育成に向けた取り組み ....................................... 人事課 ............ 11 

６ 特別会計の健全化 

 （１）水道事業 ............................................................ 水道課 ............ 12 

 （２）下水道事業 ......................................................... まちづくり推進課 .. 13 

 （３）競輪事業 ............................................................ 競輪局 ............ 14 
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１ 公共施設の効率的な運営・見直し 

項目 （1）公共施設等総合管理計画 

所管課 総務課 

取組方針 公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設の更新、統廃合、長寿命化など

を計画的に行う。 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

公共施設等総合管理計画 

策定・推進 

     

個別施設計画の策定      

固定資産情報の収集      

固定資産台帳システム 

導入・運用 

     

平成２９年度の

取り組み 

「小松島市公共施設等総合管理計画」に沿い、個別施設計画策定の手引

きおよび再編等に関する考え方を作成し、関係課に配布するとともに、

職員向け説明会を開催した。 

実績 

・「小松島市公共施設等総合管理計画」に沿い、個別施設計画策定の手引きおよび再編等に

関する考え方を作成し、関係課に配布した。 

 

・公共施設等所管課を対象とした個別施設計画策定についての説明会を開催した。 

 

＜２９年度中の除却施設＞ 

 小松島市葬斎場（建て替えによる）、児安放課後児童クラブ会館（児安幼稚園舎で運営） 

 共同作業所目佐、中田団地（延べ床面積 173.08㎡⇒86.54㎡）、坂野小学校特別教室棟 

 

・固定資産台帳システムを最適運用、有効活用するため、各課に市有財産の異動(新規取得、

処分等)情報の入力を指示し、データの精緻化、最新のデータへの更新を図るとともに、

地方公会計制度に基づく財務書類の作成のためのデータを抽出し、公会計システムへの

データ連係を行った。 

 

今後の取り組み 

・「小松島市公共施設等総合管理計画」の短期目標である各施設の個別施設計画策定に取り

組む。各施設共通の事項については、外部委託の可能性についても検討する。 

 

 

行政改革の取り組み 
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項目 （2）保育所・幼稚園 

所管課 児童福祉課・教育政策課 

取組方針 ・就学前児童数に応じた施設の統廃合を図る。 

・認定こども園への移行を進める。 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

就学前施設の統廃合 

 

坂野幼稚園    

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂野保育所 

北小松島幼稚園 （新規募集停止） 

千代幼稚園 

芝田幼稚園 

新開幼稚園   （新規募集停止） 

児安幼稚園 

櫛渕幼稚園    （廃止） 

目佐保育所 

和田島幼稚園 

小松島幼稚園 

南小松島幼稚園 

県前保育所 

泰地保育所 

横須保育所 

和田島保育所 

立江保育所 

立江幼稚園 

認定こども園の推進 
 

さかの認定こども園 

こまつしま健祥会認定こども園 

花しんばり子ども園 

 こやす認定こども園 

平成２９年度の

取り組み 

「小松島市の就学前教育・保育のあり方について」に沿って、施設入所

の応募状況等を検証する。 

実績 

・新たに認定こども園に移行した私立保育所（子安保育所）が 1 園あり、公立さかの認定

こども園を含め、計 4園の運用開始となり、地域の幼児教育提供の場を確保した。 

・近隣の幼稚園を廃止することで施設の統廃合及び利用児童数に見合った施設定員の適正

化を図った。 

・実質利用率１１．５ポイント改善 平成２７年度１，０８６人 利用率６２．４％  

（各年度末現在比）     平成２８年度１，０２９人 利用率６４．５％  

                 平成２９年度  ９９２人 利用率７６．０％ 

今後の取り組み 

・就学前教育・保育施設の運用状況を踏まえながら、児童数の推移と各施設の利用申込数

に応じ、幼稚園・保育所の統廃合について協議し、集団教育・保育の場を確保する。 

統合 

廃止 

認定こども園移行 
検討 

 

休園 

統廃合の検討 
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項目 （3）小学校  

所管課 教育政策課 

取組方針 再編による小学校建設事業に着手できるように取り組む。 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

中学校再編の検証      

有識者会議を設置し、再編に
向けた取り組みを実施 

     

小松島市立学校再編基本計画
（案）の説明会・意見交換会 

     

小松島市立学校再編基本計画
実施計画の策定 

     

平成２９年度の

取り組み 

現行の小松島市学校再編計画を見直し、学校規模・適正配置の具体的ビ

ジョンとして「小松島市立学校再編基本計画」（案）を審議する。 

実績 

・小学校再編について幅広い見地から検討するため、小松島市立学校再編有識者会議を開

催した。（有識者会議４回開催） 

  第１回会議「本市の小学校の現状」 

  第２回会議「本市がめざす方向と望ましい学校規模及び基本方針」 

  第３回会議「基本計画（案）の詳細」 

  第４回会議「小松島市立学校再編基本計画（案）」 

     ※有識者会議から学校再編に対する附帯意見書あり 

       学校再編による学校数について（４点）、 

学校規模について（１点）、 

学校再編の場所について（６点） 

   

今後の取り組み 

・「小松島市立学校再編基本計画」（案）に対する説明会及び意見交換会を１１箇所で

開催するとともに、「再編基本計画」を策定し、その基本計画を基に実施計画（案）

の策定に取り掛かる。 
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項目 （4）市営住宅 

所管課 住宅課 

取組方針 ・「小松島市営住宅長寿命化計画」を着実に遂行し、施設の長寿命化を図ると

ともに管理戸数を減らし効率的な維持管理体制をめざす。 

・平成３９年度までに６６０戸程度に削減する。 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

移転対象者の意向調査      

長寿命化計画の実施      

長寿命化計画の中間検証      

長寿命化計画（改定版）実施      

平成２９年度の

取り組み 

老朽化の進む市営住宅の移転、明け渡しを進める。 

実績 

・老朽住戸からの移転完了：２１戸 

・長寿命化計画の検証を行い、長寿命化計画（改定版）を策定した。 

・住宅管理戸数  ９２３戸 ⇒ 平成２９年度３月末 ９２１戸 

 

今後の取り組み 

・引き続き、老朽団地からの移転事業を継続する。 

・用途廃止予定の団地の除却を進める。 
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２ 歳入の確保 

項目 （1）未収金の管理・回収（市営住宅使用料） 

所管課 住宅課 

取組方針 収入未申告者や不適正入居者に対する適正化の取り組みを推進し、市営住宅

の適正管理に努める。 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

住宅家賃の取扱い整理      

法的措置の検討・実施      

平成２９年度の

取り組み 

・適正家賃となる調定額の処理を行う。 

・未納者への分納誓約・納付指導を行う。 

・弁護士事務所への催告等業務委託を行う。 

実績 

・未申告者へは、収入申告書の提出指導を強化した。 

・催告等業務委託した１３件のうち、２件が完納、９件の納付誓約（債務承認） 

                 １件が明け渡し、１件交渉継続中 

 

・市営住宅家賃 ２９年度徴収率  現年度徴収率 ８５．７％ 

                        （ 89,722,307円 ） 

                 過年度徴収率  ３．５％ 

                        （ 14,438,306円 ）                                

今後の取り組み 

・引き続き弁護士事務所による催告等業務委託を行う。 
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項目 （2）未収金の管理・回収（住宅新築資金等貸付事業） 

所管課 人権推進課 

取組方針 ・債権の適正な管理及び滞納徴収強化を行い、滞納額の縮減を図る。 

・法的措置も視野に入れ、検討実施のうえ滞納額の縮減に努める。 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

徴収強化による滞納額の縮減      

滞納台帳の整理      

償還マニュアル改定      

法的措置の実施      

会計処理方法についての検討      

平成２９年度の

取り組み 

・改正した「住宅新築資金等貸付償還金の収納及び滞納整理等に関する

事務取扱マニュアル」に沿って、債権回収を行う。 

・政策法務室と連携協議し、法的措置を実施し滞納額の縮減に努める。 

実績 

・法的措置  担保不動産競売申し立て  １０件（１６契約件） 

       訴訟提起          ３件（３契約件） 

       調停受諾          １件（２契約件） 

・滞納償還金 ３７，５００，３３１円 減少 

・住宅新築資金等貸付金 平成２９年度徴収率 現年度徴収率４６．３２％ 

                      （ ２，６４９，８５５円） 

                      過年度徴収率７．３７％ 

                      （１５，４２４，５５３円） 

今後の取り組み 

・「住宅新築資金等貸付償還金の収納及び滞納整理等に関する事務取扱マニュアル」に沿い、

状況に応じて法的措置も取りながら、債権回収を進める。 

・貸付金の最終償還期限が平成３２年度、市債の償還期限が平成３３年度であるため、平

成３４年度以降の会計処理方法について検討する。 
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項目 （3）市税 

所管課 税務課 

取組方針 ・税収確保に向けた取り組みの推進 

・納税者の利便性向上を図るため、現状に見合ったシステム構築の検討 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

税収確保のための取り組み      

納税者の利便性向上の検討      

徳島県東部県税局からの職員
派遣制度の利用 

     

平成２９年度の

取り組み 

滞納処分等税収確保に取り組む。 

県税務職員の派遣制度を活用し税収確保のための徴収強化に取り組む。 

実績 

・県税務職員派遣制度 

  平成２９年５月１日から平成３０年３月３１日 

  滞納整理等のスキルアップ、徴収強化、滞納繰越額の縮小に取り組んだ。 

    ・執行停止 53件、停止額 2,030万円 

    ・共同催告 861件 

 

・休日窓口の開庁 来庁者 105人、納付額 3,345千円、納税相談 12件 

 

・差押      預貯金 94件､給与 4件､保険 26件､年金 3件､不動産 4件 

 

・現年催告書発送 3,085件 

 

・市税徴収率   ９５．５１％ 

0.53ポイント↑（昨年度比） 

・滞納整理機構への移管 

         26件、移管額 23,948,890円、徴収額  8,756,639円 

今後の取り組み 

・滞納者に対する適正な滞納処分を実施、滞納整理機構との連携を図る。 

・引き続き県税務職員の派遣制度を活用し、滞納整理に取り組む。 

・平成３１年１０月開始予定の地方税共通納税システムを利用した、電子納税を実施する

ためのシステムを構築し、納税者の利便性の向上を図る。 

・コンビニ収納については、費用対効果等課題もあり、今後も研究していく。 
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３ 効率的な業務の運営（民間委託・民営化の推進） 

項目 （1）ごみの収集業務 

所管課 環境衛生センター 

取組方針 ・退職者欠員不補充の継続 

・ごみ収集業務の段階的な民間委託の検討 

（一般廃棄物について不燃ごみ収集運搬業務の民間委託を優先的に計画する） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

びん・ガラス類収集運搬業務
民間委託 

     

粗大ごみ戸別収集      

その他ごみ収集の民間委託検討       

平成２９年度の

取り組み 

・退職者不補充の継続 

・粗大ごみの収集を年２回から４回に回数を増やす。 

・民間委託の検討 

実績 

・引き続き、びん・ガラス類の収集運搬を民間委託 

 

・粗大ごみの戸別収集（５個）を年２回→４回 

 

・金属類・ペットボトル収集間隔の短縮（２１日間隔→１４日間隔）を夏季限定から年間

全ての期間とした。 

今後の取り組み 

・年度毎において市民ニーズに沿ったサービスについて実施し、利便性の向上を図る。 

  （平成３０年７月から粗大ごみ収集回数を４回から６回に増やす。） 

   

・ごみ収集業務の民間委託に向けた検討を重ねる。 

（廃プラ、金属類、ペットボトル等のごみ収集について、退職者不補充による人件費

削減と民間委託に伴う委託料増大の両方を勘案しつつ、収集業務民間委託への移行

時期を検討する。） 
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項目 （2）学校給食業務 

所管課 教育政策課 

取組方針 民間委託を実施する小・中学校の見直し 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

民間委託実施校の決定と 
業務運営に向けての諸準備 

     

新たな民間委託の実施      

平成２９年度の

取り組み 

・小学校１１校で民間委託を実施 

・直営および民間委託の検証 

実績 

・昨年度に引き続き、小学校１１校での民間委託を実施した。 

今後の取り組み 

・学校再編を見据えて、効果的な民間委託の手法を検討する。 

・学校再編を進めるうえで、学校ごとに給食室を設置するのか、センター方式で行うのか

検討が必要となる。 
    

項目 （3）地域公共交通 

所管課 市民生活課 

取組方針 ・バス３路線５系統の民間移譲 

・老人等バス無料優待事業の見直し（利用券導入・適用範囲拡大） 

・地域公共交通網形成計画の策定・推進 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

市営バス事業の民間移譲      

移譲協定の更新      

地域公共交通網形成計画の策定      

計画に基づく施策の推進      

平成２９年度の

取り組み 

・平成３０年度以降の協定路線の運行について、民間交通事業者との間

で協定を締結する。 

・地域公共交通網形成計画に基づくダイヤ・ルートの見直し等、各施策

の展開に向け、関係者との協議を行う。 

実績 

・協定路線バスに係るダイヤ・ルートの改定を行った。 

・優待事業利用人数 平成２９年度 老人：41,716人、障がい者：9,569人 

今後の取り組み 

・公共交通機関全体の利用促進を図るため、公共交通マップを作成する。 

・バス乗降調査の実施により、ダイヤ・ルート改正効果について検証を行うとともに、利

用者のニーズ把握に努め、今後のダイヤ編成等の参考とする。 
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４ 定員管理の適正化 

項目 定員管理の適正化 

所管課 人事課 

取組方針 ・人口規模に見合った職員数とするために引き続き職員数の削減を図る。 

・短期的な視点では、懸案事務事業推進のために一定の人員は確保していく。 

・様々な任用形態を取り入れる（高度な専門的知識経験を有する任期付職員

や再任用職員の活用） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

各職種ごとの適正な職員数に
よる採用計画の立案、実施 

     

目標職員数（４月１日現在） ４１２人 ４１１人 ４０９人 ４０８人 ４０１人 

平成２９年度の

取り組み 

・効果的な組織構築や職員配置を検討しつつ、適正化を推進する。 

・任用の形として、再任用職員に対し、より責任の程度が軽い２級の職

を提示して希望を募った。 

実績 

・各年度４月１日現在職員数 

平成２７年度 ４１２人  平成２８年度 ４０６人  平成２９年度 ４０３人 

平成３０年度 ４０２人 

 

・再任用制度の運用 

 平成２９年度定年退職者１４名のうち１１名を再任用職員として任用。 

 平成２８年度定年退職者のうち、４名を引き続き再任用職員として任用。 

今後の取り組み 

・定員適正化計画の目標（平成３２年度３９９人）を着実に達成していく。 

・超過勤務の状況をはじめ、少子高齢化による今後の人口減少や行政サービスの見直しな

どを踏まえ、それぞれの業務における最適な任用形態を検討しつつ、計画期間終了まで

に新たな定員適正化計画を策定する。 
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５ 人材育成に向けた取り組み 

項目 人材育成に向けた取り組み 

所管課 人事課 

取組方針 ・人材育成基本方針に基づく計画的な職員研修等を実施する。 

・職員の意識改革や資質向上に努める。 

・地方公務員法の一部改正による人事評価を本格実施する。 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

職員研修の内容充実      

新人事評価制度の構築      

能力評価の試行実施      

人事評価の実施      

人事評価制度の検証と見直し      

平成２９年度の

取り組み 

・人材育成基本方針に基づき、計画的に職員研修を実施する。 

・中間面談を行う。 

 

実績 

・職員研修等の実施 

  管理職対象に議会答弁力向上研修、一般職対象にＯＪＴ能力向上研修を実施した。 

 

・人事評価の実施 

  システム導入２年目となり、人事評価に係る中間面談を初めて行った。 

  人事評価制度の見直し案を策定した。 

   

今後の取り組み 

・職員研修、人事評価などを人材育成基本方針に連動させ、職員のキャリアアップを支援

する。 

・人事評価制度による処遇への反映について、職員の意欲を引き出せるような制度設計及

び処遇への反映案を策定する。 
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６ 特別会計の健全化 

項目 （1）水道事業 

所管課 水道課 

取組方針 ・市内全域の水道管路網の耐震化、布設替えは喫緊の課題であり、事業の計

画的な推進と財源の確保を図る。 

・水道事業の安定的な運営の為、適正な料金改定と共に民間への包括的な業

務委託等により組織のスリム化を図る。 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

耐震化事業の実施      

新水道ビジョン策定・推進      

料金体系の見直し      

平成２９年度の

取り組み 

・水道料金改定を含む水道事業経営計画を推進する。 

・耐震化の実施 

・広域化を視野に入れた包括委託の検証 

実績 

・料金改定の実施 

 「小松島市水道事業経営計画」に基づき、事業費や資金残高の確保、借入残高の縮減等

を図るため、平成２９年７月から平均２５％増の料金改定を実施した。これによる給水

収益は、対前年度約 7,800万円、12.9％増となった。 

 

・耐震化の実施 

 配水管 1,636ｍ、導水管 186ｍを耐震管に更新し、また新設管 920ｍを布設したことに

より、耐震管は 37,872ｍとなった。（耐震化率 14.5％） 

 

・包括委託導入の検証 

  組織の効率的な運営や適正な人員を継続的に確保するという観点から、民間への包括

委託導入や国の推進する広域化を進めるため、料金担当業務を中心として、工務や施設

管理業務の一部を含め、事務や問題点の対応等について洗い出しを行うとともに、導入

済みの他市等の状況等の情報収集を行ない、費用対効果等を検討している。 

 

今後の取り組み 

・「小松島市新水道ビジョン」に示される短期の具体的事業計画から中長期計画の進捗状況

を検証するとともに、料金改定を含む継続的な財源確保と組織改革を進める。 

・基幹管路や重要給水施設管路を中心に老朽化した施設の更新・耐震化を計画的に進める。 
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項目 （2）下水道事業 

所管課 まちづくり推進課 

取組方針 ・雨水事業の計画的整備による雨水浸水対策の強化 

・汚水事業の効率的な整備方針・手法の構築 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

雨水事業の計画的な整備      

下水道ストックマネジメント 
基本計画策定 

     

公共下水道事業基本計画見直し       

平成２９年度の

取り組み 

・金磯地区の雨水枝線水路の整備 

・川北地区の雨水幹線 

実績 

・金磯地区の雨水枝線水路の整備促進 

  金磯第二排水区枝線水路整備工事 97.3ｍ 

 

・川北地区の雨水幹線 

  川北３号雨水幹線函渠築造工事  61.99ｍ 

今後の取り組み 

・雨水事業では、浸水常襲地区の金磯地区及び川北地区の枝線水路整備による面的整備や

幹線函渠の延伸に重点的に取り組み、雨水ポンプ場の集水区域拡大による更なる浸水被

害軽減・解消を図る。 

 

・本市公共下水道基本計画において、平成 29年度に徳島県が汚水処理施設の整備運営方針

として定めた「とくしま排水処理構想 2017」を基に、人口減少などの社会情勢の変化や

本市の地域特性などを踏まえ、より効率的かつ適正な汚水処理施設の整備を推進するた

め、汚水処理区域の変更を行う。 

また、近年の土地利用の現況や将来的な動向を見据え、合理的な土地利用を図ることを

目的に、市街化区域と市街化調整区域の区域区分の変更並びに用途地域指定の変更が行

われたことに伴い、市街地における効率的な雨水排除を図るべく、雨水排水区域の変更

を行う。 

 

・基本計画の変更に伴う都市計画の変更を行うとともに、平成 27年度の下水道法の改正に

おける下水道施設の維持修繕基準の創設に伴い、下水道施設全体を対象とした施設管理

を最適化することを目的とするストックマネジメントの実施に向けた事業計画の変更を

行う。 
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項目 （3）競輪事業 

所管課 競輪局 

取組方針 JKA交付金の償還を含めても収益を確保できるようにし、今後の競輪事業のあ

り方検討会議の意見集約をしつつ、施設改修を含めて今後の競輪事業につい

て検討を行う。 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

○収支改善計画      

・特例期間      

・猶予交付金の返済      

○競輪事業のあり方検討会議      

・協議・報告書取りまとめ      

・報告書を踏まえた協議・調

査 

     

平成２９年度の

取り組み 

・収支改善計画終了後の２年度にあたり、収益確保と基金を積み立てる。 

・あり方検討会議の報告書を踏まえ、施設改修計画策定に向けた協議を

行う。 

実績 

・西日本カップ、国際支援競輪等のビッグレースを実施し、競輪施設整備基金に積立金の

積み増しを行った。 

・市債発行しない形で、施設改修を行えるよう検討を行った。 

 

今後の取り組み 

・JKA交付金の償還を行いながらも収益を確保できるような体制づくりを行う。 

・施設改修計画の調査を行い、総事業費や整備する施設の洗い出しを進める。 

・自転車競技法に基づく包括委託やミッドナイト競輪・ガールズケイリンの自場開催につ

いて、更に具体的な検討を進める。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


