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（１）これまでの行財政改革の取組

 財政健全化集中改革プランに基づく取組み

計画期間：2010年度～2011年度

見直し効果額：約6億3千万円

 行財政改革推進方針・行財政改革推進計画に基づく取組み

計画期間：2014年度～2018年度（取組み中）

 過去の不要で不透明な財産取得、実質的には公債費となる市独
自の補助制度など、いわゆる「見えない借金」の問題整理と対応

 市有地の売却・貸付といった資産の有効活用

 債権管理条例の運用 など

経営改善方針の策定の背景



（２）本市の行財政運営を取り巻く状況と課題

 市民ニーズの複雑化・多様化・高度化

 国による頻繁な制度改正

 地方分権

市の業務量の肥大化 経営資源には限りがある

しかし

事業の必要性・優先性の判断と業務の一層の改善（スリム化・効率化）が必要

投入資源（人・財源等）量
の削減

経営改善方針の策定の背景



（２）本市の行財政運営を取り巻く状況と課題

 今後の人口減少・少子高齢社会の進展

将来を見据え、市民ニーズ・社会の変化に適応しつつ、
本市の特性・実情に適した自立した政策を創出し、

一層良質な公共サービスを提供することが必要

公共サービスの
質の向上

経営改善方針の策定の背景



（３）経営改善方針の策定の必要性

本市の行財政運営を取り巻く状況と課題を踏まえ、
「投入資源量の削減」と「公共サービスの質の向
上」により、職員一人ひとりの生産性を高めること
で、市民の一層の「安全・幸福」を実現する自立・
成熟型都市経営への発展が必要

自立・成熟型都市経営の土台作りを目的に
経営改善方針を策定

経営改善方針の策定の背景



（１）自立・成熟型都市経営の理念

伸びようとする市民や企業の成長を支える

困難な状況にある市民や企業の自立を支える

秩序と安全を守る

上記に関する公共サービスから市民が最大の利
益を受けることで、市民が「安全・幸福」を日常生
活の中で感じることができる元気と安心のまちを
実現する。

都市経営のあり方



（２）自立・成熟型都市経営の基本方針

透明性・公平性・公正性・公益性の確保を前提に、
最適な市民負担で最大の市民福祉を実現する。

継続した経営改善により生産性を高め、経営資源
（人・資産・財源・時間・情報等）の質の向上を図る。

地域の問題・課題解決に向け、質を高めた経営資
源を効果的・効率的に投資し、市民へより良質な公
共サービスを提供する。

都市経営のあり方



自立・成熟型都市経営

制度整備

財源確保

基盤整備

良質な公共サービスの提供

人的資源

市民の安全と幸福

経営改善により生産性を高め、経営資源の質を向上

効果的・効率的な投資

最適な市民負担で
最大の市民福祉

○伸びようとする市民や企業の
成長を支える

○困難な状況にある市民や企業の
自立を支える

○秩序と安全を守る

経営資源

市民ニーズ

評価・改善



指針１ 政策形成の一層の推進

＜取組みの方向性＞

 顕在的な問題だけでなく、市民ニーズに潜む潜在的な問題についても的
確に捉え、着地点（目標）を見据えたうえで課題を設定するなど、構想力
を持って、創造的・生産的・実践的な政策を立案する。

 国の制度を漫然と市の制度として取り入れるのではなく、本市の特性・
実情を踏まえ、市民のための制度となるよう独自の政策を創出する。

 市民の受益や公共サービスの向上につながるものは、新たな政策課題
として制度を整備するなど、自主的・意欲的・戦略的に政策形成に取り
組む。

 既成概念にとらわれず、市民をはじめ、地域団体、有識者、大学等様々
な視点からアイデアや工夫を取り入れて、サービスのイノベーション（革
新的な手段・手法）を起こし、問題・課題の解決に結びつける。

＜主な方策＞

• 政策形成研修等の充実、職員提案制度の活用促進、各種データ等の活
用

経営改善の基本指針



指針２ 業務改善の取組み強化と定着

＜取組みの方向性＞

 投入資源量を減らし、成果を高めることにより、生産性を上げるこ
とを目指す。

 作業のスリム化・効率化を図るとともに、生産性のない無駄な作
業をなくす。

 常に疑問を持ち、仕事のやり方は最先端を押さえるよう、自主的・
意欲的に改善に取り組む。

 対症療法的で表面的な改善ではなく、実態・本質部分を改善する。

 改善で創出した経営資源を新たな政策形成等に有効活用する。

 改善を継続した取組みとして定着させる。

＜主な方策＞

• ３S（整理・整頓・清掃）の徹底、改善事例の共有化、職員提案制
度の活用促進（一人一改善）、人事評価への反映

経営改善の基本指針



指針３ 財政の健全性の堅持

３-１ 財政指標の健全性の確保

＜取組みの方向性＞

 客観性のある財政指標をマネジメントし、健全な財政運営を堅持する。

＜主な方策＞

• 財政力指数、経常収支比率、実質公債費比率、将来負担比率、財政調
整基金のマネジメント

３-２ 予算編成プロセスの改善

＜取組みの方向性＞

 人口動態や中期財政見通しを踏まえ、財政健全化、決算重視、成果重
視の観点で、限られた経営資源を効果的・効率的に活用するというコス
ト意識を持ち、透明性・公平性・公益性を確保した全庁的な視点で予算
を編成する。

＜主な方策＞

• 過去の経緯や決算を踏まえた適切な予算見積りのための仕組みづくり

経営改善の基本指針



指針４ 積極的な歳入の確保

４-１ 市税等の適正な徴収

＜取組みの方向性＞

 市税や税外債権について収入率の一層の向上を図るとともに、未収債権について
は債権管理を一層強化する。

＜主な方策＞

• 債権管理条例の適正運用、債権管理執行体制の一層の強化

４-２ 国・県の交付金・補助金等の確保

＜取組みの方向性＞

 市民が国に納めた税金を積極的に活用する。

＜主な方策＞

• 国や県、社会の動向を把握し、制度、財政措置やその変化に機敏に対応する。

４-３ 受益者負担の適正化

＜取組みの方向性＞

 使用料等の適正化を図り、施設の維持管理、サービス向上の財源を確保する。

＜主な方策＞

• 施設の利用動向や民間類似施設との比較などにより、運営状況を検証する。

経営改善の基本指針



指針５ 必要性かつ優先性を踏まえた歳出の適正化

＜取組みの方向性＞

 新たな政策課題や市民ニーズの変化に的確に対応するため、限
られた経営資源を重点施策・事業に投資する。

＜主な方策＞

• 義務的経費（人件費、扶助費、公債費）の適正化を図る。

• 一定期間経過後、十分な成果・効果が認められない施策・事業は
廃止を含めて早期に見直す（スクラップ・アンド・ビルドの推進）。

• 補助金について、対象、補助率、期間等の考え方を整理し、公平
性、公正性、公益性、時代適合性等の観点から定期的に見直す。

経営改善の基本指針



指針６ 公有資産の適正管理

６-１ 公共施設マネジメントの推進

＜取組みの方向性＞

 今後の人口動態や中期財政見通しを踏まえ、長期的な視点をもって計画
的に公共施設のマネジメントを推進する。

＜主な方策＞

• 公共施設等総合管理計画、公共施設のあり方等に基づき、個別施設計画
を策定し、ライフサイクルコストの縮減と財政負担の平準化を図る。

６-２ 公有財産の有効活用

＜取組みの方向性＞

 利用見込みのない土地等は売却や貸付を積極的に進め、財源を確保する。

 健全な財政運営と施設の維持補修等の財源確保のため、公有財産の価
値を最大限に引き出して有効活用を図る。

＜主な方策＞

• ネーミングライツの導入等

経営改善の基本指針



本方針の計画期間（５年間：2019年度～2023年度）で実施する経営
改善による主な効果見込額は以下のとおり。

 歳入確保による効果見込額【413,000千円】※５年間の総額

 歳出削減による効果見込額【196,000千円】※５年間の総額

歳入確保・歳出削減による効果見込額計 609,000千円

取組内容 効果見込額

（１）資産の売却 277,000千円

（２）資産の運用 25,000千円

（３）市税等の収入確保 111,000千円

取組内容 効果見込額

（１）内部事務費や施設管理費等
経常経費の縮減

122,000千円

（２）公共施設の見直し 47,000千円

（３）団体等への補助金等の見直し 27,000千円

経営改善による主な効果見込額



（１）計画期間

２０１９年度～２０２３年度（５年間）

（２）進捗管理

経営改善の継続・定着に向け、基本指針に基づ
くアクションプランを策定し、Plan（アクションプラ
ン）→ Do（実施）→ Check（成果・効果検証）→ 
Action（改善）→Follow（追跡）のマネジメントサイ
クルを実施する。

計画期間と進捗管理



＜参考資料：野洲市人口ビジョン（2016年3月策定）＞

 人口の将来展望

2060年の展望
○年少人口比率：15.2％（14.6％）
○生産年齢人口比率：53.4％（60.0％）
○65歳以上人口比率：31.4％（25.4％）
※カッコ内はH29年度末の比率



 財政力指数（財政基盤の強さを示す指数）

 経常収支比率（財政の弾力性を示す指標。低いほど弾力性がある。）

※2016年度の増加は、法人市民税の制度改正、円高による企業収益悪化の影響等
に伴う大手主要法人の法人市民税の減収によるもの。

 財政調整基金 （単位：千円）

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
県内市

直近3カ年平均

0.805 0.804 0.811 0.811 0.833 0.737

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
県内市

2016年度数値

93.2％ 88.3％ 90.6％ 83.8％ 95.2％ 91.7％

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

914,183 1,357,765 1,708,742 2,217,658 1,882,581

＜参考資料：野洲市の主な財政指標の状況＞



＜参考資料：野洲市の主な財政指標の状況＞

 実質公債費比率

一般会計等の借金返済にかかる負担などが地方公共団体の標準的な年間
収入に対してどの程度あるかを示す指標。

 将来負担比率

地方公共団体が将来負担する必要のある実質的な負債額が、その財政の
大きさに占める割合を示したもの。

※2016年度の増加は、国道８号バイパス関連の工業団地造成事業について、業務
委託先である滋賀県土地開発公社に対する債務負担及び同公社の金融機関から
の借入金の償還に対する債務保証といった特殊事情によるもの。

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
早期健全化

基準

14.2％ 13.8％ 12.7％ 12.7％ 13.6％ 25.0％

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
早期健全化

基準

66.5％ 54.0％ 51.4％ 53.3％ 106.8％ 350.0％


