
 

 

「第３次財政計画」及び「第４次行財政改革実施計画」の一体化による計画策定について 

 

１ 趣旨 

  「第３次財政計画」及び「第４次行財政改革実施計画」の策定に当たっては，職員一人ひとりが本

当の意味で財政の現状を理解し，自ら考え行動できる態勢を構築するとともに，市民や議員の皆様の

納得と共感が得られる行財政改革の取組を推進するため，２計画を一体化し「行財政経営計画（案）」

としてまとめ，分かりやすい計画とします。 

 

 

２ 目的 

 ・ 計画の計画期間である令和２年度からの５年間は，本市における重大な転換期であり，令和６年

度の「第３次総合計画（令和７～16 年度）」（以下「次期総合計画」という。）の策定に向けた助走

期間となります。（次のステップのための助走期間） 

 

 

 ・ 職員が一丸となって取り組むための意識付けとなる計画とするため，現状と今後 10 年の財政見

通しを示しながら，なぜ今，更なる改革に取り組む必要があるのか，職員はもとより市民や議員の

皆様と意識の共有を図ることのできる計画とします。 

 ・ これまでも，各計画において「行政経営」，「経営」という言葉は使われてきました。しかしなが

ら，職員にどこまで伝わり，実行されているかは，疑問が残るところであり，計画名を「経営計画」

とすることによって，取組の転換期にあることを職員が自覚することを促すものです。 

 

３ 次期総合計画策定に向けた取組 

  第３次総合計画の計画期間となる，令和７年度以降の計画においては，江田島という「まち」を経

営するという視点から計画を策定します。 

 

 

【計画策定のイメージ】 

 平成 27年度～令和元年度 令和２～６年度 令和７～11年度 

総合計画 
（10年） 

 
  

財政計画 
（5年） 

 

 

 

行財政改革計画 
（5年） 

 

第３次総合計画等

策定に向けた準備 
 

次期 
計画 
策定 

 

 

背 

景 

江田島市誕生から 16年が経過し，17年目を迎えています。国からの合併市への財政支援である普

通交付税の合併特例加算は，令和元年度で終了，令和６年度には合併特例債の発行期限を迎えます。

有利な財源措置がなくなり，厳しい財政運営となる令和７年度以降を見据え，中長期的な視点で計画

的かつ着実に改革を推進しなければなりません。 

第３次計画 第２次計画 

行財政経営計画
（案） 

組織風土改革 

令和６年度に向けて，組織風土や体制を整える必要がある。 

第３次計画 

第２次計画 
行財政経営計画

（案） 

「行政運営」から「行政経営」へ 

資 料 １ 
江田島市行財政改革審議会 

令 和 ３ 年 １ 月 ２ ５ 日 



　

　

　２　財政計画

　　（１）　決算規模の推移と収支の見通し

　　（２）　経常的な歳入歳出の推移と見通し

　　（３）　財政運営の健全化のために

○取組項目

○目標額　（令和２年度～令和６年度）

　 取組目標額

　　（１）基本方針と取組項目（第４次行財政改革大綱）

第４次行財政改革大綱に掲げた「基本方針」及び「取組項目」に基づき，次の２７の実行項目に取り組みます。

1 事務事業総点検の実施 13 23

2 予算編成プロセスの改善 14 24

3 成果志向による施策・事業の構築 25

4 ＰＤＣＡサイクルによる施策・事業の推進 15

16 26

5 財政運営目標の設定

6 補助制度の見直し 17 27

7 使用料・手数料の見直し 18

8 未利用財産の売却の推進

19

9 特別会計の健全な運営

10 水道事業の広域連携の推進 20

11 下水道事務経営戦略に基づく取組の推進 21

12 外郭団体等の適正運営の推進 22

（例） 実行項目 （２）ロードマップ

1

（例）

項　　目

歳入の確保

経常的経費の
見直し

内　　　　　　　　　　容

○ 受益者負担の見直し
　　・ 使用料，手数料の適正化（減免の見直しを含む。）
○ 未利用財産の利活用の促進
　　・ 売却や貸付による有効活用

○ 各種補助金の見直し
　　・ ゼロベースで必要性を検証し，定期的な見直しを実施
○ 公共施設のあり方等の見直し
　　・ 利用率，稼働率，市の関与の必要性等から施設のあり方及び運営形態の見直し
○ 事務事業の見直し
　　・ 事業の「必要性」，「有効性」，「効率性」の視点から抜本的な見直しを実施

「第３次江田島市財政計画」及び「第４次江田島市行財政改革実施計画」の一体化による計画策定について

◆　行財政経営計画（案）の位置付け　◆

身近で利用しやすい行政サービスの推進

◆　ワーク・ライフ・バランスの推進

基本方針②　効果的・効率的な行政運営

◆　多様な主体によるまちづくりの推進

◆　行政経営の視点による事務改善の実施

◆　業務の適正化に見合った組織体制づくり ◆　質の高い行政サービスを提供できる人材の育成

多様な行政課題に対応できる人材の確保

人事評価と職員研修を活用した人材育成

常時実践の中での意識改革（ＯＪＴ）

◆　市民ニーズに対応した組織力の強化

基本方針③　職員の意識改革と人材育成の推進

指　　　標

重要施策の推進や新たな課題に対応するために使える財源
（政策的経費に使える一般財源）

※「事務事業総点検」において，「６ 補助制度の見直し」や「７ 使用料・手数料の
　見直し」など実行項目に掲げた項目に併せて取り組みます。

「公共施設等総合管理計画」等に基づく全庁的なマネジメントの実施

アウトソーシングの推進

指定管理者制度の適切な運用

デジタル化の推進

◆　アウトソーシング及び次世代行政サービスの導入

働きやすい職場づくりの推進

　目標の達成に向け，実行項目ごとに「いつ，何をするか」計画を立て，実施
状況に応じて随時必要な見直しを行っていきます。

事務事業総点検の実施

○　全事業（業務）を対象に「必要性」，「有効性」，「効率性」の視点から抜本的な見直しを令和３年度に実施
　します。（非予算事業を含む。）
　　〔事業の廃止・縮小・実施方法の見直し，業務の集約化，経費負担の見直しなど〕
○　点検結果に基づき，令和４年度当初予算要求に反映させるもの，調整に時間を要するもの，見直し計画
　立案の必要があるものなどに分類し，着実な見直しの実現を図ります。
○　事業評価は，当初予算編成時に常に行われるべきものであり，令和４年度以降は，上記分類に基づき
　見直しを進めるとともに，事務事業総点検において「継続」と判断された事業についても，３年以上継続実
　施している事業については，次年度当初予算編成時に見直しを行い，５年以上継続実施している事業に
　ついては，第２四半期（７月～９月）を目途に事業評価を行います。

≪見直し・点検時期≫

◆　特別会計・企業会計等の経営健全化

◆　事業評価に基づく事務事業の選択と集中

◆　予算規模の適正化と歳入確保による財政規模の強化

 

◆　公共施設の再編整備

ミッションに基づく組織の構築

組織マネジメントの機能強化

業務プロセスの見直し

内部統制体制の整備

地域コミュニティの強化

民間事業者との連携

基本方針①　健全で持続可能な財政運営

１０億円

◆ 経常収支比率： 毎年，経常的に収

入される歳入（市税，地方交付税，税

交付金など）のうち，どの程度，経常

的に支出される歳出（人件費，扶助費，

公債費，物件費など）に使われている

かを示す指標。

この値が100％に近いほど，「財政

が硬直化している（ゆとりがない）」

と言われ，政策的な経費や新規事業に

充てることができる財源が少ない状態

（財政の弾力性がない）と言えます。

１ 計画の趣旨

「第２次江田島市総合計画」の目指すまちづくりの実現のために，

「第３次江田島市財政計画」及び「第４次江田島市行財政改革実施計画」を

一体化し，「江田島市行財政経営計画（案）」とします。

○ 取組のスタートとして，これまでのまちづくりと財政運営を学びます。

職員全体で財政の現状を共有し，予算規模の適正化に取り組みます。

○ 行財政改革を推進する，事務事業の総点検を行います。

職員の意識改革を図るとともに，事業の「選択と集中」を進めます。

○ 行財政改革の推進を通じて，次期総合計画の策定年度を目標に，

将来のまちづくりに自覚と誇りをもって，行政経営を実行できる職員の

育成を図り，いつまでも続く「恵み多き島」えたじまを実現するため，

組織力を高めます。

【令和２年度以降の見通し】

歳入は，人口減少に伴う市税や普通交付税の減少などにより，

減少が見込まれます。

歳出は，現状の事業をそのまま継続して実施すると仮定して推

計を行った結果，毎年度，多額の収支不足が見込まれます。

また，現段階で具体化されていない事業は，推計に入っていな

いため，事業の具体化により，収支の規模は増加が見込まれます。

さらに，合併市に対する国からの財政的支援である合併特例債

は，令和６年度で活用期限が終了します。

経常収支比率が低い時期は，歳入（折れ線グラフ）が歳出

（棒グラフ）を上回り，その差の部分を政策的経費に充てるこ

とのできる財源として確保することができましたが，経常収支

比率の上昇に伴い，その差が小さくなっています。

今後の見通しでは，令和２年度以降，歳入と歳出の差がほと

んどなくなるため，経常収支比率は１００％に近い状況が続き

ます。

経常収支比率が高い状況が続くと，既存の事業を継続するこ

とも難しくなるとともに，新規事業や拡充事業などを実施する

財源が限られてしまいます。

市税などの経常的な収入の減少が見込まれる中，経常収支比

率の改善を図るためには，経常的な歳出の削減に努める必要が

あります。◆経常収支比率の改善が喫緊の課題です。

次なるまちづくりを見据え，限られた財源を有効に活用し，

５年先，１０年先も持続可能な行財政基盤の確立に向け，財政

健全化に取り組みます。

３ 行財政改革の推進

第１次から第３次（平成１７年度～令和元年度）までの行財政改革実施計画においては，地域活

動の拠点施設や，小・中学校及び保育施設の再編整備など，地域社会を形成するための取組は集中的

に実施してきましたが，市役所内の風土改革には取り組めていませんでした。

第４次となるこの５年間（令和２年度～令和６年度）は，業務の進め方，職員の意識改革や人材育

成など，組織風土改革に積極的に取り組んでいきます。

Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

総点検実施

Ｒ４当初予算

編成に反映

次年度当初

編成見直し

（分類） 調整
当初予算編
成に反映

（分類）
見直し計画の

立案
計画に基づき

実施
計画に基づき

実施

実行項目

1 事務事業総点検の実施

○ 「事務事業総点検」を人材育成の重要なツールとし，点検及び見直し等議論を

行う中で，職員の成果志向や課題解決力の向上を図るとともに，この５年間で，

政策的な事業に必要な１０億円の財源確保に取り組みます。

区分 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目

（見直し）

３年以上継続

（事業見直し）

５年以上継続

（事業評価）

次年度当初

予算編成時

（継続） ７月～９月

（見直し）

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
経常収支
比率

98.1% 97.1% 98.9% 93.5% 90.0% 86.6% 91.1% 91.5% 89.2% 89.4% 88.9% 92.6% 94.8% 96.6% 98.3% 97.8% 100.2% 99.5% 99.9% 99.7% 99.9% 99.4% 99.5% 100.0% 99.4%

第３次財政計画期間

総合計画 財政計画 行財政改革計画

都市像を実現するために方向
性を明らかにしたもの

多年度にわたる歳入歳出の計
画のこと

行政サービスの質の向上と効
率化を図るもの

必要な
手続き

基本構想 　 【議会】

　 議決

基本計画 行財政改革大綱 【審議会】

・施策 基本方針 答申

　 ・取組項目

実施計画 財政計画 行財政改革実施計画

・具体的な内容 ・実行項目

 

　　Ⅱ　財政の状況 　Ⅲ　行財政改革の推進

『行財政経営計画』（案）

まちづくりの

基本的理念

ビジョンを

実現する施策

施策の具体的内容

現状：３億円 ⇒ 目標：１３億


