
第５次阿南市行財政改革実施計画　令和２年度の取組実績と評価

（１）ＩＣＴの活用と市民サービスの向上

№ 実施施策名 取組内容 目標・効果 評価 所管課

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】
デジタルサイネージ及び窓口番号案内システムの整備・運用。


民間広告掲載による広告収入の確保。

【効果】

効果額 794千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

※評価（達成度）　100％＝A　80％以上＝B　60％以上＝C　40％以上＝D　40％未満＝E

取組実績

1 オープンデータの推進
先行事例や民間が行う利活用の取組を調査し、２次利用が
可能なデータ形式で公開を推進する。また、ユーザーの
ニーズを踏まえ公開するデータを順次拡大していく。

Ａ

デジタルサイネージ及び窓口番号案内サービスを導入すること
で、わかりやすい窓口サービスの提供とプライバシー保護に繋
がった。また、導入に広告代理店を活用したことで、維持管理費
等の経費がかからず広告収入を得ることができた。

【デジタルサイネージ】 来庁者への行政情報の提供
【窓口番号案内システム】 わかりやすい窓口サービスの提供
とプライバシー保護

2
デジタルサイネージ及び窓口
番号案内システムの導入

・デジタルサイネージの整備
・窓口番号案内システムの導入

行革デジタ
ル戦略課

２次利用可能なデータの選定及び市ホームページでの公開。
文化や歴史、景観写真などのオープンデータ化の推進。

公共データを住民や民間企業等が利活用することにより、官
民協働の促進や地域課題の解決につながる。

総務課

Ｂ

既に公開しているオープンデータを最新状態にするため、デー
タ収集を行った。

保険年金課

マイナンバーを利用することで、添付書類を削減する。

行政手続の簡素化及び事務の迅速化が図られる。

Ａ

マイナンバーが利用できる旨をホームページ及び窓口等で周知
し、手続の簡素化を継続して推進した。

3
マイナンバー利用によるこども
医療費助成申請手続の簡素
化

マイナンバーを利用して他の自治体と情報連携を行うため
の手続やシステム改修等を行う。

こども課

地域住民のニーズを把握しながら、施設の新築に合わせて認
定こども園設置の検討を行う。

質の高い教育・保育の提供

Ａ

宝田保育所と宝田幼稚園を統合し、宝田こどもセンターを開設し
た。
また、見能方保育所と見能林幼稚園の統合については、既存の
調理室での給食の提供における問題を解決する必要があり、認
定こども園化は延期することとした。

4 幼保一体化の推進
施設が併設されている保育所及び幼稚園の一体化を検討
し、施設・事業計画書を策定する。

商工政策課

阿南市内において独自の講座を開催し、毎年受講者を10人
以上確保する。

創業者の掘り起し、創業予定者の市内定着の促進及び創業
による新たな雇用の確保

Ａ
阿南市創業支援セミナーを12回開催し、21人が受講した。

5 創業・起業支援の推進 創業支援講座の開催
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№ 実施施策名 取組内容 目標・効果 評価 所管課

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

学校教育課

更新回数を増やしたり内容を工夫することにより、閲覧者（訪
問者）を増加させ、学校教育に対する理解を深める。

保護者や関係者がホームページを閲覧することにより、学校
教育の取組状況がよく分かり、学校理解が進むとともに連携
が図られる。

Ａ

月ごと、行事ごとに更新を行い、最新の情報提供を行うとともに、
写真を多用し、児童生徒の授業や行事への取組の様子が保護
者や関係者に伝わるよう工夫している。また、緊急事態において
の連絡手段として有効に活用している。

※評価（達成度）　100％＝A　80％以上＝B　60％以上＝C　40％以上＝D　40％未満＝E

取組実績

6
ホームページを活用した学校
教育の情報提供

どこにいても見て分かるホームページを利用して、学校の取
組の様子を情報発信する。

図書館

平成29年度に導入・試行を行い、平成30年度の運用を目指
す。

ＩＣＴの活用と図書館の利用促進、職員の負担軽減、広域行
政の推進が図られる。

Ａ

令和２年度の利用状況は、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞID新規発行数170件、ﾛｸﾞｲﾝ
者数6,842人、貸出冊数1,599冊（昨年比1.5倍）となっている。児
童用電子図書館チラシを作成し、市内の小・中学校に掲示した
ほか、「コロナに負けない！阿南のこども～Webで家庭学習～」と
いうテーマで、電子書籍児童書199コンテンツ購入。さらに、県南
４町の方の利用促進を図るため、海陽町の２図書館で説明会を
実施した。

7 電子図書館の導入・運用
電子図書館の導入効果や課題等を調査・研究し、導入に向
けて取り組む。

議事課

平成30年度を目途に、議会の中継放送による映像配信を実
施する。

・より開かれた議会の実現
・市民サービスの向上

Ａ

定期的な議場システムの保守点検業務を実施し、大きな問題な
く運用できている。また、令和元年６月定例会からインターネット
による議会映像の録画配信も開始したことにより、更なる市民
サービスの向上と開かれた議会の推進に努めている。8

議会中継による配信サービス
の実施

・議会放送システムの導入
・ケーブルテレビによる議会映像の配信

危機管理課
（消防本部）

阿南市メールを活用し、防災行政無線放送と合わせて、文字
情報も市民に対して提供する。

市民からの情報が増えることにより、効率的・効果的な捜査活
動が可能となる。

Ａ

家族の同意が得られ、広範囲の捜索活動が必要となった場合に
限り、防災行政無線放送と合わせ、阿南市メールを活用した文
字による情報提供を継続して行っている。令和２年度は、２件の
メールを配信した。8‐１

阿南市メールを活用した行方
不明者情報の配信

職務時間外の運用方法等を消防本部と協議する。
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（２）市民参画の推進と公正・透明な市政の推進

№ 実施施策名 取組内容 目標・効果 評価 所管課

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

行革デジタ
ル戦略課

（総務課・
財政課）

平成３０年度にすべての指標を作成し、公表する。

住民や議会等に対する説明責任をより適切に果たし、自らの
改革を促進することで住民サービスの向上と財政の健全化に
つながる。

Ａ

取組内容に掲げた地方行政サービス改革の取組状況（民間委
託等の推進状況など）や財政状況資料集（決算情報、公共施設
等の老朽化度合いを示す指標、施設・土地等のストック情報）の
各種指標をホームページで公表し、諸改革の推進に努めた。

※評価（達成度）　100％＝A　80％以上＝B　60％以上＝C　40％以上＝D　40％未満＝E

取組実績

9
地方行政サービス改革等の
「見える化」の推進

次の指標をホームページで公表する。
・地方行政サービス改革に関する取組状況等の調査結果
・財政状況資料集（決算情報、公共施設等の老朽化度合
　いを示す指標、施設・土地等のストック情報）

人権・男女
共同参画課

男女共同参画に関係した講演又は講座を年１～２回開催す
る。

さまざまな分野から男女共同参画の課題や問題点を市民とと
もに発見することで、取組への強化やさらなる啓発活動へつ
ながる。

Ａ

出前講座事業に応募のあった団体に対し、６回にわたり講師を
派遣した。また、パートナーシップセミナー「男性料理教室」の募
集を行い、前期6回（5月～7月）の登録を済ませたが、コロナ感染
拡大防止のため事業を中止。同セミナーの後期6回（10月～12
月）及びその他講座についても中止とした。

10
男女共同参画社会の実現に
向けた取組の推進

市民にわかりやすい男女共同参画に関係した講演又は講
座を開催し、意識啓発を図る。（ＤＶ防止啓発、ハラスメント
対策、ワークライフバランスの推進、地域の防災など）

文化振興課

・遍路文化遺産の普及啓発
・おもてなし文化の再興と遍路道保全活動の活性化

・市民協働によるまちづくりの推進
・世界遺産登録への機運の醸成
・遍路道を生かした観光振興と交流人口の増加

Ａ

加茂谷地区の「加茂谷へんろ道の会」と連携し、定期的に環境
整備を実施し、安全な遍路道の維持に努めた。また、阿瀬比町
の遍路道国史跡指定のための測量調査及び学術調査を実施し
た。

11
遍路文化遺産の普及啓発と
地域活性化

・「四国八十八箇所霊場と遍路道」世界遺産登録に向け
　た活動の普及・推進
・遍路道の保全・整備活動、啓発イベント等の推進
・広報活動の実践

消防本部
予防課

令和2年４月の制度導入を目指す。

火災被害の軽減及び法令違反の是正

Ａ

令和２年４月１日に違反対象物（建築物）の公表制度を導入し、
消防本部ホームページにおいて、公表制度の対象となる防火対
象物を１件公表した。12

違反対象物（建築物）の公表
制度の導入

情報収集や先進地事例の研究など、制度導入に向けた諸
準備を進め、条例等の改正を行った後、、建築物の消防法
令違反内容を消防本部ホームページで公表する。

秘書広報課

月1回程度（議会開催月を除く）、「出前市長」を開催し、市民
の「生の声」を可能な限り多く聞く。

多くの市民の「生の声」を聞き、これを行政の参考とすること
で、公平かつ公正な行政運営が図られる。

Ａ

「出前市長」を14回開催し、意見交換の概要等を市のホーム
ページに掲載して、広く周知した。また、令和３年１月から、参加
者を対象に、出前市長に参加してみての感想など７項目のアン
ケート調査を実施し、結果を関係課で共有するなど、市民参加
のマチづくりを実践している。

12-1 出前市長の推進

市民を中心として構成する団体及び個人のグループ等から
の申込に基づき、「出前市長」を開催する。
なお、各回開催後、その概要等を市ホームページに掲載す
る。

人権・男女
共同参画課

第３次阿南市男女共同参画基本計画の最終年（令和５年度）
の目標数値　　35.0％

ジェンダーに対する意識改革の前進が見込める。女性活躍の
推進が見込める。

Ｅ

審議会等の女性委員の選任状況について各課に調査を依頼
し、提出資料により部局別に審議会等に占める女性委員の割合
をまとめた。令和２年度の指標は33.5％としていたが、33.1％にと
どまった。

12-2
審議会等への女性の参画拡
大

阿南市における審議会等への女性の参画及び女性委員の
登用・選任拡大を推進する。
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（３）民間活力の活用

№ 実施施策名 取組内容 目標・効果 評価 所管課

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 16,945千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

企画政策課

改訂版を作成し、全戸及び転入者に無料で配布する。
徳島県電子書籍ポータルサイト「徳島ebooks」に掲載する。

民間活力の活用による経費削減と市民サービスの向上が図ら
れる。

Ａ

平成29年度に『阿南市くらしの便利帳』改訂版を作成し、県電子
書籍ポータルサイトに電子データを掲載し、広く周知した。また、
冊子を全戸に無料配布し、窓口で転入者に対して配布してい
る。

※評価（達成度）　100％＝A　80％以上＝B　60％以上＝C　40％以上＝D　40％未満＝E

取組実績

13
『阿南市くらしの便利帳』の改
訂及び無料配布

平成23年３月に作成した『阿南市くらしの便利帳』を改訂し、
全戸に無料で配布する。

市民生活課

平成30年度までに条件整備を行い、民間委託に向けた検討
を行う。

行政コストの縮減や余剰人員の適正配置が見込める。

　　―　　

昨年の評価について、事務事業の継続性及びコスト面等から
「当面は現状維持」との判断に至った事務事業については、これ
までの調査・研究及び検討等を実施したことによるＡ評価から、よ
り厳正な評価基準を設置すべきとの考えのもと、評価できない実
施施策として「－」評価とすることに改めた。

14
窓口業務（戸籍・住民票・印鑑
証明等の証明発行業務）の民
間委託の検討

・国から示されたガイドラインに基づき、民間委託した場合の
メリットや課題等を調査研究する。
・先進事例を参考に、阿南市版の条件整備を進める。

市民生活課
（葬斎場）

平成30年度までに調査研究し、民間委託できないか検討を
行う。

行政コストの縮減や人員の適正配置が見込める。

Ｃ

電気系統及び自家発電機の改修を見直したところ数日から1週
間の施設の休場が必要と思われるので施工計画を精査した。ま
た民間委託した場合の見積もりを取得したが、28,000千円程度
必要であるので、現在の人件費等と比較し委託の在り方を再考
した。

15 火葬業務の民間委託の検討
・民間委託した場合のメリット、課題等を調査・研究する。
・先進事例を参考に、阿南市版の条件整備を進める。

文化振興課

平成29年4月1日から両館を合わせた指定管理者制度を導入
し、効率的な管理運営と、市民サービスの向上を図る。

文化会館及び情報文化センター両館のホールの稼働率向
上、自主事業入場者の増加及び施設管理運営経費の削減

Ａ

令和２年度から指定期間を３年間から５年間に延長し、初年度の
運用を開始した。新型コロナウイルス感染拡大の影響により貸館
の中止措置等を取ったため、稼働率は文化会館で2.5ポイント、
情報文化センターで5.3ポイントそれぞれ減少した。16

文化施設への指定管理者制
度の導入

阿南市文化会館及び阿南市情報文化センターの指定管理
者制度の導入及び運用

生活環境課

将来的に資源ごみの一部を民間委託が行えるよう、現在の実
態把握を中心に行っていく。

行政コストの縮減

Ｃ

現状の粗大ごみ等の収集運行経路を整理し、業務委託に伴う問
題点の洗い出しを行ったが、民間委託に向けた体制整備には至
らなかった。17

家庭ごみ収集・運搬業務の民
間委託等の検討

本市の現状を把握し、現在の市民サービスを維持しながら
の、民間委託等対応を検討する。
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№ 実施施策名 取組内容 目標・効果 評価 所管課

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

地域共生推
進課

平成30年度までに条件整備を行い、民間委託に向けた検討
を行う。

行政コストの縮減や余剰人員の適正配置が見込める。

　　―　　

昨年の評価について、事務事業の継続性及びコスト面等から
「当面は現状維持」との判断に至った事務事業については、これ
までの調査・研究及び検討等を実施したことによるＡ評価から、よ
り厳正な評価基準を設置すべきとの考えのもと、評価できない実
施施策として「－」評価とすることに改めた。

※評価（達成度）　100％＝A　80％以上＝B　60％以上＝C　40％以上＝D　40％未満＝E

取組実績

18
窓口業務（障害者手帳交付申
請受付業務等）の民間委託の
検討

障害者手帳、ＮＨＫ受信料免除、ＥＴＣ割引の申請受付業
務について
・国から示されたガイドラインに基づき、民間委託した場
　合のメリットや課題等を調査・研究する。
・先進事例を参考に、阿南市版の条件整備を進める。

地域共生推
進課

平成30年度までに条件整備を行い、法人後見事業を推進す
る。

制度の円滑な利用と推進

Ａ

平成30年４月から、阿南市社会福祉協議会において法人後見
事業を実施した。
令和２年度実績　13人19 法人後見事業の推進

法人後見の適正な活動のための支援を行う。

　・法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など

こども課

平成30年度までに民間委託等に関する調査・研究を行い、民
間活力の導入を検討する。

児童館・児童遊園の効率的な運営管理及び市民サービスの
向上

　　―　　

昨年の評価について、事務事業の継続性及びコスト面等から
「当面は現状維持」との判断に至った事務事業については、これ
までの調査・研究及び検討等を実施したことによるＡ評価から、よ
り厳正な評価基準を設置すべきとの考えのもと、評価できない実
施施策として「－」評価とすることに改めた。

20
児童館・児童遊園管理業務の
民間委託等の検討

民間活力の導入効果等を検討する。

商工政策課

高齢者の無料制度、開館時間・運営方法等の見直し
民間への委託又は売却等の可能性調査・研究

市の代表的な観光施設であり、過去使用料収入も２千万円を
超えていたときがあり、魅力度を高めることで歳入増をめざ
す。

Ｂ

民間との連携による利用形態の見直しや民間への管理運営委
託、施設移管の可能性などを模索し、かもだ岬温泉保養施設運
営審議会で審議いただくこととした。21

かもだ岬温泉保養施設の民間
委託等の検討

行政コストの更なる縮減と入浴料金及び開館時間等の見直
しを図り、効率的な経営をめざす。

商工政策課

平成29年度に（仮称）小勝島連絡協議会を設立し、各種事業
を推進する。

・立地企業の振興と連携強化
・周辺地域の活性化
・行政負担の軽減

H30
取り下げ

22 小勝地区の企業振興
・連絡協議会の設置
・防災訓練、環境・エネルギー学習、各種イベント等の
　実施
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№ 実施施策名 取組内容 目標・効果 評価 所管課

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

野球のまち
推進課

各種大会・野球観光ツアーの開催、社会人・大学・北信越高
校野球部の合宿誘致により、年間延べ4,000人の宿泊者を獲
得する。

交流人口及び関係人口の拡大、地域経済への波及効果、観
光振興

Ｅ

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、野球観光ツアー、各
種大会が中止となり、県外からの宿泊が困難となったことで地域
経済、観光振興に大きな影響があった。
（宿泊者数　約600人）

※評価（達成度）　100％＝A　80％以上＝B　60％以上＝C　40％以上＝D　40％未満＝E

取組実績

23
「野球」によるスポーツツーリズ
ムの推進

集客（宿泊客）の拡大につながる大会の開催と合宿誘致

土木課

国交省（業者委託）及び県土整備部（補修班の充実）に準じ
た管理方法の導入検討及び情報収集しやすい環境整備の
研究

道路危険箇所拡大の防止、通行の安全確保が図られる。

　　―　　

昨年の評価について、事務事業の継続性及びコスト面等から
「当面は現状維持」との判断に至った事務事業については、これ
までの調査・研究及び検討等を実施したことによるＡ評価から、よ
り厳正な評価基準を設置すべきとの考えのもと、評価できない実
施施策として「－」評価とすることに改めた。

24
市道維持補修等の民間委託
の検討

国・県の道路保全体制を参考に、従来の道路管理方法から
新たな道路管理方法が可能かどうか検討する。
また、市民からのスムーズな情報提供による環境整備体制
を構築できるのかを検討する。

土木課

市内の道路愛護事業の推進と市道の適切な維持管理及び保
全を図る。

地域コミュニティの創出と活力を有効に利用し、推進を図る。

　　―　　

昨年の評価について、事務事業の継続性及びコスト面等から
「当面は現状維持」との判断に至った事務事業については、これ
までの調査・研究及び検討等を実施したことによるＡ評価から、よ
り厳正な評価基準を設置すべきとの考えのもと、評価できない実
施施策として「－」評価とすることに改めた。

25
市道除草・清掃業務等の民間
委託の検討

現在実施している道路愛護制度の充実を図り、協議会等に
制度の活用を積極的に呼びかける。

公園緑地課

平成30年度を目途に、民間委託が可能かどうか検討する。

行政コストの縮減や余剰人員の適正配置が見込める。
現状より安全・安心な公園を提供できる。

　　―　　

昨年の評価について、事務事業の継続性及びコスト面等から
「当面は現状維持」との判断に至った事務事業については、これ
までの調査・研究及び検討等を実施したことによるＡ評価から、よ
り厳正な評価基準を設置すべきとの考えのもと、評価できない実
施施策として「－」評価とすることに改めた。

26
都市公園一元管理の民間委
託の検討

・国から示されたガイドラインに基づき、民間委託した場
　合のメリットや課題等を調査・研究する。
・先進事例を参考に、阿南市版の条件整備を進める。

教育総務課

平成30年度までに条件整備を行い、民間委託等に向けた検
討を行う。

行政コストの縮減や余剰人員の適正配置が見込める。

　　―　　

昨年の評価について、事務事業の継続性及びコスト面等から
「当面は現状維持」との判断に至った事務事業については、これ
までの調査・研究及び検討等を実施したことによるＡ評価から、よ
り厳正な評価基準を設置すべきとの考えのもと、評価できない実
施施策として「－」評価とすることに改めた。

27
用務員業務の民間委託等の
検討

退職者不補充を原則として業務委託等対応を検討する。
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№ 実施施策名 取組内容 目標・効果 評価 所管課

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

生涯学習課

平成30年度までに調査・研究を行い、指定管理者制度導入も
しくは民間委託に向けた検討を行う。

経費削減、学習や体験の場の充実

　　―　　

昨年の評価について、事務事業の継続性及びコスト面等から
「当面は現状維持」との判断に至った事務事業については、これ
までの調査・研究及び検討等を実施したことによるＡ評価から、よ
り厳正な評価基準を設置すべきとの考えのもと、評価できない実
施施策として「－」評価とすることに改めた。

※評価（達成度）　100％＝A　80％以上＝B　60％以上＝C　40％以上＝D　40％未満＝E

取組実績

28
公民館業務の民間委託等の
検討

・指定管理者制度もしくは民間業務委託を導入した場合のメ
リットや課題及び行政コストについて調査・研究する。
・先進事例を参考に、阿南市版の条件整備を進める。

スポーツ振興課

平成30年度までに調査・研究し、民間活力の導入に向けて検
討する。

経費削減と施設の効率的な運営が見込まれる。

Ａ

スポーツ総合センターの指定管理者制度導入に向け、全庁的な
検討委員会を立ち上げ、本格的な検討に着手した。

29
体育施設運営管理業務の民
間委託等の検討

施設の現状を考慮し、民間活力を活用した場合のメリットや
課題等について調査・研究する。
（体育館管理、プール管理等）

学校給食課

平成30年度までに調査・研究し、運営方法の検討を行う。

運営方法調査・検討による調理業務内容、調理業務量に応じ
た適正な人員配置

Ａ

学校給食調理業務の民間委託について、課題や懸案事項を検
討した結果、今後民間委託を進めるべきとの結論に至った。

30
学校給食調理の民間委託等
の検討

・民間委託等をした場合におけるメリットや課題の検証と経
費の試算、比較。
・児童・生徒数や財政状況を勘案しながら、民間委託等を含
めた運営方法の検討。

32
科学センター業務の民間委託
等の検討

類似館を有する自治体へのアンケート調査を行い、民間活
力を導入した場合のメリットや課題を調査し、民間活力の導
入について検討する。

図書館

平成30年度までに調査・研究を行い、方針等について検討す
る。

経費の削減が期待される。

　　―　　

昨年の評価について、事務事業の継続性及びコスト面等から
「当面は現状維持」との判断に至った事務事業については、これ
までの調査・研究及び検討等を実施したことによるＡ評価から、よ
り厳正な評価基準を設置すべきとの考えのもと、評価できない実
施施策として「－」評価とすることに改めた。

31
図書館業務の民間委託等の
検討

図書館運営に民間活力を導入した場合のメリットや課題を
把握し、導入の可否を検討する。

科学センター

平成30年度までに調査・研究を行い、方針等について検討す
る。

経費削減、イベント内容の充実

Ｂ

部門別の民間委託について、検討を重ねる中、県立施設の指定
管理者である「ネオビエント」の関係者と話をしたが、科学セン
ターの年間収益などを考えると現状のままでの民間委託は難し
いとの結論となった。
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№ 実施施策名 取組内容 目標・効果 評価 所管課

【目標】

【効果】

効果額 5,400千円

【目標】

【効果】

効果額 　　―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 　　―　　千円

Ａ

スポーツ施設におけるネーミング・ライツ制度導入の適性及び制
度の導入方法、県内他市の制度導入に係る取組状況について
調査を行った。

Ｂ

指定管理者制度を導入して２年目。管理運営に係る経費の削減
効果は昨年度と同様である。なお、新型コロナウイルス感染症の
影響により、利用件数は昨年度と比較して1,084件（37ポイント）、
利用者数は30,895人（47ポイント）、それぞれ減少した。

※評価（達成度）　100％＝A　80％以上＝B　60％以上＝C　40％以上＝D　40％未満＝E

取組実績

32‐１
阿南ひまわり会館の指定管理
者制度の導入

阿南ひまわり会館の指定管理者制度の導入及び運用

32‐3
市有地（駅前芝生広場）の民
間活力による有効活用

駅周辺の住民や事業を営んでいる方等と駅前芝生広場で
のイベントの実施等、具体的な活用策について意見交換を
重ね、小さなことからでも実践する。また、持続的なまちづく
りを行うため、まちづくり組織の設立を検討する。

スポーツ振興
課

令和３年度に供用開始する県南部健康運動公園陸上競技場
はネーミングライツを導入する予定で、市のスポーツ施設につ
いても導入に向けて検討する。

ネーミングライツを導入することで定期的な収入を得ることによ
り、市の負担を減らすことができるとともに、企業側にとっても
宣伝効果を高めイメージアップにつながると思われる。

32‐2
スポーツ施設におけるネーミ
ングライツの導入検討

スポーツ施設の名前に企業名や社名ブランドをつけるなど、
命名権を企業に買っていただき、施設の維持管理費の一部
に充てる。

保健センター

指定管理者制度を導入し、管理運営業務を効率的に行い、
経費の節減を図る。

施設の管理運営に係る経費の削減

まちづくり推進
課

令和２年度中に駅周辺の地域住民等と意見交換を重ね、活
用策の実現化やまちづくり組織の設立について検討する。

適正な料金設定による受益と負担の公平性が確保できる。

Ａ

商店街関係者や住民等と意見交換会を３回実施し、住民主体の
まちづくり組織の組織化や駅周辺のにぎわいづくりについて検
討した。
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（４）財政の健全化

№ 実施施策名 取組内容 目標・効果 評価 所管課

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 109,321千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 7,094千円

34
土地開発公社の経営健全化
とあり方の検討

Ｂ

平成３０年度に「使用料及び手数料の見直しに関する基本的な
考え方」を策定し、各課において、見直し後の使用料、手数料を
算定したが、全体の行財政改革の取組とのバランス等を考慮し、
見直しは保留している。

※評価（達成度）　100％＝A　80％以上＝B　60％以上＝C　40％以上＝D　40％未満＝E

取組実績

33 使用料・手数料の見直し

「使用料・手数料の見直し基本方針」（仮称）を策定し、原価
による料金算定方法や受益者と行政の負担割合を明確化
するとともに、算定方法や適用等についてのルールづくりを
行う。

令和２年１１月３０日解散　　令和３年２月２５日清算結了
市からの借入金580,000,000円は公社保有地により代物弁済を
行った。
（効果額試算）
公有地簿価677,354,543円－借入金580,000,000円＝
97,354,543円
97,354,543円＋残余財産11,966,466円＝109,321,009円

企画政策課

低利率による運営資金の貸付の実施
長期保有土地の縮減方法の研究、検討
土地開発公社の解散を含む抜本的な改革を検討

低利率で運営資金を貸付けることにより、金利負担による簿
価上昇が抑制される。

長期保有土地の縮減、金利負担による簿価上昇の抑制、新
たな長期保有土地化防止の３点から経営健全化を図る。①
長期保有土地の縮減方法の研究、検討を行う。②土地開発
公社へ低利率で運営資金を貸付けることにより、金利負担
による簿価上昇を極力抑制する。③土地開発公社へ用地
取得依頼を行う場合には用途、買取予定時期を明確にし、
新たな長期保有土地を発生させない。

Ａ

行革デジタ
ル戦略課

（関係各課）

引き続き、見直し作業を進めるとともに、「使用料・手数料の見
直し基本方針」（仮称）を策定し、運用する。

適正な料金設定による受益と負担の公平性が確保できる。

財政課

財務状況（市債残高や各種指標）を庶務研修等で説明
「統一的な基準による財務書類」の分析報告会等の実施

財務書類や財政指標を説明することで、職員のコスト意識が
醸成され、行財政改革の推進に寄与することが期待できる。

Ｂ

決算統計、健全化判断比率及び完成した統一的な基準による
財務書類に関する資料を作成し、市ホームページで公表した
が、庶務研修が開催できなかったため、財務状況の説明につい
ては、未実施である。35 財政状況の情報共有化

１　従来どおり、法律及び条例等で規定された公表書類
　等を作成する。（決算統計、健全化判断比率、財務書
　類等）
２　庶務研修等を通じて市の当初予算や決算状況のほ
　か各種指標等を説明し、情報の共有化を図る。

総務課

財務関係規則の改正、様式やガイドラインの作成
公売の実施促進に向けた周知

自主財源の確保

H29
取り下げ

36
インターネットオークションを活
用した公売の実施　（動産）

市の所有する公有財産について、一般競争入札に加え、イ
ンターネットオークションを活用し広く公売を実施し、自主財
源の確保を図るため、財務関係規則の改正、様式やガイド
ラインの作成をする。

税務課

市税（現年度分）の収納率　99.1％以上を確保する。

負担の公平性及び自主財源の確保

Ａ

口座振替の推進、毎月最終日曜日の収納業務、納税相談、毎
月第3水曜日の延長（2時間）窓口、年2回の現年催告の実施な
ど、各種納税相談に取り組んだ。
市税現年度分収納率は99.19%37 市税の収納率の維持・向上

・納税相談及び納税指導
・口座振替の推進
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№ 実施施策名 取組内容 目標・効果 評価 所管課

【目標】

【効果】

効果額 16,262千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 263千円

【目標】

【効果】

効果額 7,523千円

税務課

(保険年金課)

国民健康保険税（現年度分）の収納率95.5％以上を確保す
る。

被保険者負担の公平性及び財源の確保

Ａ

保険年金課との連携を強化し、収納率の向上を図った。
現年度分収納率は96.41%

※評価（達成度）　100％＝A　80％以上＝B　60％以上＝C　40％以上＝D　40％未満＝E

取組実績

38
国民健康保険税収納率の維
持・向上

被保険者資格証明書や短期被保険者証を活用した納付指
導を重点的に取り組むとともに、収納体制の強化を図る。

環境保全課

口座振替契約者の増加

口座振替推進による納付忘れ防止と現年使用料収納の向上

Ａ

令和２年度の接続戸数は1,062戸で、現年度使用料納付済戸数
は1,052戸、口座振替契約者は956戸となり、前年度920戸から36
戸増となっている。39

春日野地域下水道事業会計
の収納向上

現年度の使用料収納を向上するため、口座振替の推進や
滞納者に対しては、納付相談を実施する。

環境保全課

口座振替契約者の増加

口座振替推進による納付忘れ防止と現年使用料収納の向上

Ａ

接続戸数は107戸で、現年度使用料納付済戸数は106戸、口座
振替契約者は104戸となり、前年度に比べ６戸増加した。

40
豊香野地区生活排水処理事
業会計の収納向上

現年度の使用料収納を向上するため、口座振替の推進や
滞納者にたいしては、納付相談を実施する。

保険年金課

重複・頻回受診者を削減する。

適正受診と医療費の適正化が図られる。

Ａ

重複・頻回受診者の該当者３人を抽出し訪問指導等を行い、適
正受診を促した結果、医療費削減につながった。

41 重複・頻回受診者削減の推進
重複・頻回受診者に対して訪問指導を行い、適正受診を促
す。

介護保険課

介護保険料（現年度分）収納率　98.7％以上を確保する。

負担の公平性及び財源の確保

Ａ

介護保険料（現年度分）収納率99.18%
普通徴収の方には、納入通知書発送時に介護保険制度のパン
フレットを同封した。
２月には未納者に対し催告書を発送し納付を促した。
※介護保険料の徴収の９割が年金からの天引きによる特別徴収

42 介護保険料の収納率の向上

・制度の説明
・口座振替の促進
・訪宅徴収の実施
・分納相談
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№ 実施施策名 取組内容 目標・効果 評価 所管課

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 85千円

【目標】

【効果】

効果額 1,082千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

こども課

保育料（現年度分）の収納率を、令和3年度までに99.8％以上
を確保する。

負担の公平性及び財源の確保による適正な施設運営

Ｅ

現年度収納率　　　　       　                        99.53 ％
過年度分の徴収額　　　　　　　　　　　　        1,231,600円
R２年度末　過年度分未収金額　　　　　       7,311,630円

※評価（達成度）　100％＝A　80％以上＝B　60％以上＝C　40％以上＝D　40％未満＝E

取組実績

43 保育料収納率の向上

・保育料納付状況の把握
・口座振替の促進
・一斉電話催告の実施
・面談及び分納相談の実施

農地整備課

使用料（現年度分）の収納率を98.3％以上を確保する。

使用者負担の公平性の確保と適正な事業運営

Ｄ

令和2年度徴収率 98.12％ 　　未納通知発送　2回
訪宅徴収（令和2年12月14日、令和3年3月23日）　訪宅件数13
件
納付相談　不在宅に納付依頼書投函
接続（調定）戸数768戸　うち口座振替　668戸（口座振替率
87.0％）

44
農業集落排水事業会計収納
率の向上

・口座振替の推進
・一斉訪宅徴収の継続実施
・納付相談の実施

住宅課

令和3年度までに現年収納率を91％以上にする。

公平の原則に基づく市営住宅管理の適正化が図られる。

Ａ
現年収納率　95.31％

45
市営住宅使用料の収納率の
向上

・定期的な訪宅徴収の実施
・住宅管理業務による訪問・来庁時の納入促進
・法的措置（支払督促・明渡し訴訟）の実施
・弁護士による住宅使用料催告
・収入申告未申告者への提出促進

下水道課

地方公営企業法の財務規定等を適用する企業会計方式の
特別会計を導入

・経営状況の明確化と使用料の適切な算定
・企業経営の弾力化、資産の有効活用が図れる。
・職員の経営意識の向上等

Ａ

令和元年度に関係例規を整備し、令和２年度から企業会計方式
に移行し、運用している。

46
公共下水道事業の公営企業
会計適用

・固定資産調査、評価
・公営企業会計システム構築
・法適化事務手続き

下水道課

目標年度である令和3年度末の接続件数820件、接続率65％
（接続件数820件／公共ます数（令和3年度末予定）1,258）と
する。

汚水処理施設の維持管理に必要な財源の確保による事業会
計の適正な運営

Ｂ

令和２年度の新規接続件数は、年度指標14件程度に対して11
件（達成度は約79％）となった。なお、令和２年度末の接続件数
は全体で720件、接続率は56.5％となっている。

47
富岡地区（第１期事業区域）
公共下水道接続率の向上

普及促進ＰＲの徹底、助成金制度など接続支援策の啓発促
進、個別案内文書の送付や戸別訪問などを積極的に推進
する。
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№ 実施施策名 取組内容 目標・効果 評価 所管課

【目標】

【効果】

効果額 　　251,878千円

【目標】

【効果】

効果額 32,566千円

水道課

平成28年度に料金の見直しを行い、平成29年４月から新料金
を適用し、適正に運用する。

料金の適正化と経営の健全化

Ａ

新料金を適用したことにより、収納額が平成27年度比で251,878
千円（18.4ポイント）増加した。これにより、健全な財政運営につ
ながり、迅速な事業執行が見込まれる。
令和２年度料金収入額　1,617,632千円

※評価（達成度）　100％＝A　80％以上＝B　60％以上＝C　40％以上＝D　40％未満＝E

取組実績

48 水道事業会計の経営の健全化 新料金の適用と運営

ふるさと未来
課

令和２年度中にポータルサイトと契約を締結。各種決済方法
に対応可能なシステムを構築し、積極的にふるさと納税を推
進していく。

歳入の増加のほか、地元産品の知名度向上によって地場産
業の育成に繋がる。

Ａ

ポータルサイト「さとふる」と契約し、環境に配慮した経済活動に
参画する事業者等から返礼品を調達することで、ふるさと納税を
介して持続可能な地域づくりを支援するプラットフォームを構築し
た。
【新たに確保した財源】
　ふるさと納税（個人）実績額：38,385,450円
　企業版ふるさと納税実績額：10,000,000円
【必要経費】
　ふるさと納税推進業務委託料ほか ：15,819,387円

48-1
ふるさと納税を活用した地域
の課題解決の推進

ふるさと納税制度運用に係る総務省からの通達を遵守した
上で、商工会議所等と連携して返礼品メニューを作成し、
ポータルサイトに掲載して寄附を募る。
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（５）事務・事業の見直し

№ 実施施策名 取組内容 目標・効果 評価 所管課

【目標】

【効果】

効果額 6,933千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 809千円

人事課

職員1人当たりの年間時間外勤務時間について、平成27年度
の173.6時間に比して２％縮減する。

職員の心身の健康の維持、仕事との生活の調和の推進
時間外勤務手当、光熱水費等の削減

Ａ

新型コロナウイルス感染症への対応から時間外勤務が増えた業
務と、同感染症の影響により、事業を取りやめるなどした業務もあ
り、結果として、1人当たり年間時間外勤務時間は、157.3時間と
なり、平成27年度比、10.4ポイントの減となった。

※評価（達成度）　100％＝A　80％以上＝B　60％以上＝C　40％以上＝D　40％未満＝E

取組実績

49 時間外勤務の縮減
各所属の事務量を踏まえた職員の適正配置を行うとともに、
電子化による事務の効率化、ノー残業デー等の実施により、
時間外勤務手当の縮減を図る。

企画政策課

総合計画の進行管理や予算編成、人事・組織管理等に連動
した行政評価を実現する。

行政経営型の評価システムの推進が図られる。

Ｃ

阿南市総合計画策定に伴い、進行管理や事業仕分けなどと連
動できるよう、新たな行政評価方法について検討を行った。

50 行政評価方法の見直し
行政評価を見直し、市政運営の改善に役立つ新たな仕組
みを構築し、早期運用を目指す。

行革デジタ
ル戦略課

庁内会議資料を電子データ化することにより紙の使用量とコ
ピー枚数を低減する。

ペーパーレスによる事務の効率化、環境負荷の低減が図られ
る。

Ｂ

特別職、部長級に配布するタブレットパソコンとペーパレス会議
用のソフトウェアを購入した。
ペーパーレス会議は、令和３年８月に試行、９月から本格実施す
る予定。51

タブレットパソコンを活用した
ペーパーレス会議の推進

部長等幹部職員による庁内会議資料を電子データ化し、タ
ブレットパソコンで閲覧することで、紙資料の削減に取り組
む。また、急な資料変更にも迅速な対応が可能となることか
ら災害対策本部会議などにも、タブレットパソコンの活用を
検討していく。

行革デジタ
ル戦略課

サーバの更新時期に合わせてクラウド化を推進

運用管理の省力化や可用性の向上

Ａ

令和2年9月から戸籍システムがクラウド化され、運用管理の省力
化が図られている。

52 情報システムのクラウド化
現在、内部事務に使用しているシステムについて、クラウド
化によるメリットを検討し、各システムごとに順次実施してい
く。

税務課
(保険年金課・
介護保険課)

平成29年度分から廃止する。

省資源化の推進、経費削減

Ａ

軽自動車税の納税証明書を除く市税及び国民健康保険税、介
護保険料、後期高齢者医療保険料の口座振替済通知書の発送
を廃止しており、継続して経費の削減が図られている。53

市税等口座振替済通知書発
行の廃止

【廃止の対象】
・市税 （車検の必要な軽自動車は従来どおり納税証明書を
発行する）
・介護保険料
・後期高齢者医療保険料
【納税者（納付者）への周知】
　広報あなん等で周知する。
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№ 実施施策名 取組内容 目標・効果 評価 所管課

【目標】

【効果】

効果額 1,744千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

税務課

平成29年度から補助金を廃止する。

経費削減、効率的・効果的な税務行政の推進

Ａ
補助金の廃止を実施・継続

※評価（達成度）　100％＝A　80％以上＝B　60％以上＝C　40％以上＝D　40％未満＝E

取組実績

54
阿南市納税貯蓄組合への補
助金の廃止

・納税貯蓄組合との協議
・補助金の廃止

環境保全課

市施設の温室効果ガスの総排出量について、令和3年度まで
に平成27年度比（17,215千ｋｇ-CO₂）で7.7％以上削減する。

職員や市民に対する省エネルギーへの意識の向上を図り、
温室効果ガスの削減ひいては、財政経費の削減にも期待で
きる。

Ａ

第4次行動計画の推進・点検体制の確認を行い、各職場におけ
るクールビズ・ウォームビズの徹底や啓発活動など積極的に取り
組んだ結果、市施設の温室効果ガスの総排出量は、13,474千ｋ
ｇ-CO₂となり、平成27年度比約21ポイント削減することができた。55

温室効果ガスの排出量の抑
制に向けた省エネルギー対策
の推進

これまでの取組（「阿南市環境保全率先行動計画（事務事
業編）」（H14～H18）、第２次（H19～H23）、第３次（H24～
H28））を検証し、第４次行動計画において庁舎等施設の燃
料、電気、水道、紙類等の使用量の抑制や削減を積極的に
推進する。

文化振興課

施設運営の民間委託等の検討及び所蔵品・寄託品・寄贈品
リストの作成並びに、わかりやすい整理・収納と魅力的な資料
展示

来場者数の増加及び阿南市の歴史・文化の再発見と継承
効率的・効果的な施設運営

Ｂ

新型コロナウイルス感染症拡大による休館の影響で入場者数の
減少が見られたが、後半NHK大河ドラマの効果により若干名入
場者が増加した。また、休館中は集中して所蔵品の整理調査に
当たり、リスト作成に着手した。56

阿波公方・民俗資料館の運営
方法の見直し

運営方法の見直し
展示品・展示方法の見直し

環境管理課

ごみ排出量　　23,963ｔ　　(平成27年度比　14%減）
資源化率　　　　　28.4%
資源化量　　  　5,943ｔ

ごみの減量化と資源化の促進により、環境に対する負荷の軽
減を図り、循環型社会に貢献できるようになる。

Ｃ

家庭用生ごみ処理容器購入者に購入補助金、資源ごみ回収団
体に奨励金交付を広報等で周知し、ごみの減量化、資源化を推
進した。
ごみ排出量　27,841ｔ　資源化(率)　20.2％　資源化量　5,625ｔ57 ごみの減量化と資源化の促進

・分別排出の徹底及びごみの減量化に対する意識啓発
・家庭用生ごみ処理機の購入補助事業の実施
・３Ｒ運動の展開によるごみ排出の抑制と資源化の推進
・資源ごみ回収の奨励
・エコパーク阿南の適切な運営による資源化の推進

まちづくり推
進課

業務の効率化及び窓口対応の迅速化を行う。

紙ベースによる書類検索がほぼ不要となることで確認作業の
効率化が図られ、窓口業務の迅速化が見込める。

Ａ

更なるシステム構築に向け、費用対効果を検討し、各種地理情
報システム（ＧＩＳ）データの更新を行った。これにより、一層の業
務効率化、窓口対応の迅速化が図られた。

58
建築開発情報管理システムの
開発・導入

建築開発情報管理システムを開発・導入する。
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№ 実施施策名 取組内容 目標・効果 評価 所管課

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 38千円

【目標】

【効果】

効果額 1,200千円

【目標】

【効果】

効果額 7,951千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

農業委員会
事務局

農業委員は半減（上限19人）する見込みで、新たに農地利用
最適化推進委員（農地面積100haにつき1人）を選任する。

農業経営に積極的に取り組んでいる多様な担い手が、推薦・
応募等の過程を経て、農業委員となることが見込まれる。

Ａ

平成30年6月から新体制に移行し、委員36人体制（令和3年3月
末現在、農業委員18人、農地利用最適化推進委員18人）で委
員活動を行った。また、令和3年6月に現委員の任期が満了にな
るため、同年1月に広報等で委員の募集を行った。

※評価（達成度）　100％＝A　80％以上＝B　60％以上＝C　40％以上＝D　40％未満＝E

取組実績

59
新たな農業委員会制度への
円滑な移行と適正な制度運用

・定数の決定
・条例改正
・募集（推薦・応募）、公表
・評価委員会の開催

選挙管理委
員会事務局

選挙ごと設定した目標を達成し、県内８市で上位を目指す。

開票経費の削減、事務従事者等の負担軽減、職員のモチ
ベーション向上

　　―　　

選挙が無かったため、達成度は検証できないが、開票時のコロ
ナ感染対策において密を避けるための人員削減や配置を見直
し、時間の短縮ができるように検討した。60 選挙開票事務の改善

開票時間の短縮を図るため、選挙ごとに開票終了予定時刻
（目標）を設定し、目標達成のための対策を講じ、実践する。

選挙管理委
員会事務局

期日前投票所の増設及び共通投票所設置について調査・研
究し、可能であれば実施する。

投票率の向上が見込め、市民サービスの向上につながる。

―

選挙がなく、期日前投票所の増設は実施できていないため未評
価とした。また、期日前投票所事務従事者、管理事務全般に対
応できる職員の確保について、常駐できる職員を確保することは
困難であるため、移動投票所など、通常の期日前投票所以外の
投票について検討する。

61 投票率向上の推進

対策のひとつとして、期日前投票所の増設、共通投票所の
設置について、設置場所、設置費用、事務従事者等の確保
の課題について調査・研究をする。また他市の状況も把握
する。

職員録冊子の削減を目指す。

費用の削減と、業務の効率化が見込める。

Ａ

配布対象を課長級以上の職員とし、作成部数は550冊で、前年
度比20冊の減とした。配布対象の削減については計画どおり実
施し、削減数及び作成部数については、昨年度に目標を達成
し、継続している。

61‐１ 職員録のペーパーレス化
冊子のみで配布していた職員録をＰＤＦファイルで提供でき
るようにし、冊子の配布数を削減する。

秘書広報課

弔文に係る費用　2万円（令和２年度概算）

行政コストの削減と職員負担の軽減に繋がる。

Ａ

令和元年度で弔電を完全に廃止し、令和２年度からは死亡届受
理の際に弔文を遺族に渡している。弔電に係る通信費用や職員
の休日出勤に係る時間外勤務手当等1,200千円の経費削減に
つながっている。

市民判定人の参加率　４％　（先進自治体の平均値）

・事業仕分けへの参加を通じて、市政に対する市民関心度が
高まることにより、まちづくりにおける課題等を「我が事」として
捉えることができ、市民が主体的にまちづくりに参画する市民
自治の実現につながる。

Ａ

事業の初年度として試行的に実施。各課から候補事業として選
出された58事業中、５事業を対象とした。うち２事業については、
「不要・凍結」又は「国・県・広域で実施」と判定されたことから、令
和２年度をもって廃止とした。
市民判定人の参加率：29人/700人＝4.1％

行革デジタ
ル戦略課

・徳島県・市町村共同利用ウェブ会議システムの主催者IDを3ア
カウントに増加し、ウェブ会議の開催を、柔軟に対応可能とした。
・総務省・自治体テレワークシステムfor LGWANのテレワーク実
証実験に参加し、自宅でテレワークができる環境を整備した。
・公民館等の出先機関で庁内と同じネットワーク環境を整備し
た。（R3年度継続）

支所など出先施設を活用し、新たな働き方や業務継続を行えるテレワーク環
境の整備。新たな働き方、業務の在り方としてのウェブ会議システム等の整
備。※阿南市情報セキュリティーポリシーに適合した内容であることが条件。

61‐3
「阿南版事業仕分け」の実施
による市政への市民関心度の
向上

　市が行う事業の必要性や実施方法について、有識者等か
らなる外部の仕分け人と市の事業担当者が公開の場で議論
を行い、その内容に基づき、市民が判定する「市民判定人
方式」により実施する。
　令和２年度は試行的に行い、その成果及び実績を踏ま
え、「市民参加の行政」を推進する一つのモデルとして、段
階的な事業手法の確立を目指す。

61‐2 弔電の廃止
令和元年度末をもって弔電を廃止し、これに代わって、令和
２年度から、死亡届受理の際に、弔意を示す弔文を遺族に
渡すようにする。

人事課

・直接住民サービスを行う自治体に合ったテレワーク環境整
備の推進。
・新たな働き方（新しい生活様式）に対応したウェブ会議シス
テム等の整備、推進。

Ａ
人事課

（行革デジタ
ル戦略課）

新たな働き方によるワークライフバランスの推進及び非常時に
おける業務継続が可能となる。

61‐4  テレワーク環境の整備・推進
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（６）定員管理の適正化

№ 実施施策名 取組内容 目標・効果 評価 所管課

【目標】

【効果】

効果額 55,188千円

※評価（達成度）　100％＝A　80％以上＝B　60％以上＝C　40％以上＝D　40％未満＝E

取組実績

人事課

スリムな組織・人員体制の確立
増員も含めた定員管理の適正化の推進

効率的な事務執行体制を確立
勤務環境の改善等

Ｂ

退職者30人（うち定年13人）に対し、19人を新規採用し、職員数
は前年比11人減の856人とした。（令和３年４月１日現在）

62 定員適正化の推進
退職者数や政策課題、法改正にともなう業務の増減等を見
定め、定員適正化計画を策定し、定員規模の適正化を図
る。
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（７）公共施設等マネジメントの推進

№ 実施施策名 取組内容 目標・効果 評価 所管課

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

63
公用車の適正管理
　　（稼働率の向上）

各課所管の公用車の「利用状況調査」に基づき、公用車の
適正な管理について見直しを行い、公用車の稼働率の向
上につなげる。

総務課

駐車場の有効利用の検討
公用車の稼働率向上と台数の適正化による経費削減

効率的な運用と経費の削減

Ａ

税務課所有の公用車2台を廃車し、貸出用公用車として軽乗用
車を１台配置した。

※評価（達成度）　100％＝A　80％以上＝B　60％以上＝C　40％以上＝D　40％未満＝E

取組実績

土木課

平成30年度末までに１巡目の定期点検を行い、令和元年度
から２巡目に移行し、修繕計画を立てて機能維持に努める。

道路構造物の現状把握と適正な管理による道路機能の維持

Ａ

橋長15ｍ以上の重要橋梁79橋のうち５橋、２m以上15ｍ未満の
橋梁941橋のうち269橋について、２巡目の定期点検を行った。すべての橋梁・トンネル等を対象に、５年に一度の頻度で近

接目視による点検計画を実施する。また、その健全性の診
断結果を取りまとめ、必要に応じて修繕を行う。

学校給食施設の統合（令和元年９月）後、廃止した那賀川学校
給食センターの除却工事を行った。

66 学校給食運営方法の改善
平成28年度中に実施設計書、地質調査、環境事前評価等
の業務を完了する。

土木課

令和３年度末までに10橋（H29～R３は５橋）の修繕工事を実
施する。

道路ネットワーク機能の安全性・信頼性の確保と財政負担の
軽減・平準化

Ａ

２橋（前島橋・住吉橋）の工事を発注し、継続して工事を進め、橋
の長寿命化と安全性の向上を図っている。（鵠橋、金比羅橋に
続き３、４橋目）65 橋梁長寿命化事業の推進

定期点検の診断結果により、全橋を対象に橋梁修繕計画を
見直し、計画的に橋梁の修繕工事を実施する。

行革デジタ
ル戦略課

施設保有量（延床面積）を40年間で15％以上縮減。

人口減少等に応じた施設保有量の適正化、行政コストの縮
減。

Ａ

令和３年２月に建物系公共施設をまとめた阿南市建物系公共施
設個別施設計画をパブリックコメントを実施のうえ策定・公表する
ことができた。具体的な施設縮減に役立てる資料を作成すること
ができた。66-1

公共施設の保有総量（延床面
積）の縮減

今後40年間を見据えて10年間を第１期計画とした阿南市公
共施設等総合管理計画を策定。（H29.3)
建物系公共施設毎の計画である個別施設計画の策定。

学校給食課

５給食センター・３給食室を３給食センター・１給食室に統合
配送校の見直し及び既存給食施設の整備改善

環境、衛生面に配慮した安全・安心な給食の提供
Ａ

64 橋梁等の定期点検の実施
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（８）効率的な組織・機構の構築

№ 実施施策名 取組内容 目標・効果 評価 所管課

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

67 行政組織機構の見直し
・市民のニーズに合った組織の整備
・簡素で効率的・効果的な組織構成
・行政課題に対応した組織の見直し

行革デジタ
ル戦略課

分庁舎体制を解消し、新庁舎の機能を生かした効率的な組
織機構を実現する。

市民サービスの向上及び業務、意思決定の迅速化が図られ
る。

Ａ

部署の新設、統合及び分割・再編を行うとともに、各施策の一体
的な推進体制を図るため、業務の配置換え及び新設の係を設
け、限られた人材の中で最大限の効果を挙げられるよう、事務執
行体制の整備を図った。（１課新設、２課を統合、課内室の廃
止、２課を分割・再編し、３課に、新しい係を２つ新設した。）
また、認定こども園化を推進するため、学校教育課が所管する幼
稚園に関する事務を「こども課」に移管した。

※評価（達成度）　100％＝A　80％以上＝B　60％以上＝C　40％以上＝D　40％未満＝E

取組実績

行革デジタ
ル戦略課

移譲事務に遺漏がないよう対応する。

権限移譲による地域主権の推進が図られる。

Ａ

権限移譲された事務・権限について適正に実施し、県と事務内
容について連携を行った。

68 権限移譲事務への対応
国及び県からの移譲事務について、条例・規則等の制定・
改正などにより、事務に遺漏がないよう対応する。
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（９）人材育成の推進

№ 実施施策名 取組内容 目標・効果 評価 所管課

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

69 職員研修の充実

平成20年３月に策定した「阿南市人材育成基本方針」で
は、職員一人ひとりの能力が十分に発揮できるよう、人材育
成の方向性を定めており、その具体的な取組の一つとして、
職場内研修及び職場外研修を実施している。

人事課

女性活躍推進研修の実施
職員研修の充実

女性職員のキャリア形成、女性活躍の支援
公務職場における問題解決や公務能力の向上

Ａ

女性のキャリア形成を支援する研修として「女性キャリアップ研
修」を実施したほか、「ハラスメント防止研修」（※職場におけるパ
ワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けR2.6月）及び「メ
ンタルヘルス研修」など、働きやすい職場環境づくりにつながる
研修を充実させた。職場内研修17講座（延べ1,373人受講）、職
場外研修63講座（延べ406人受講）、人権問題研修3講座（延べ
94人受講）

※評価（達成度）　100％＝A　80％以上＝B　60％以上＝C　40％以上＝D　40％未満＝E

取組実績

行革デジタ
ル戦略課

職員提案　…　目標　令和３年度までに５１件以上
　　　　　　　　　　（平成２７年度の１．５倍）
業務改善　…　年間目標　各課１件程度

職員の能力開発と行政運営の進展及び市民サービスの向上
が図られる。

－

職員提案件数（目標：47件以上）　　６件　（うち、２件採用）
※上期のみの実施とし、働き方改革検討チームの取組に一本化
した。
業務改善報告件数　　０件70

職員提案制度の活用と業務
改善運動の推進

定期的・集中的に職員提案を受け付け、最適な提案は行財
政改革実施計画に反映する。また、カイゼン運動の普及・促
進に努める。

行革デジタ
ル戦略課

20年後は、検討チーム若手職員が阿南市役所を率いる幹部になって
いる時代でもある。今から市の経営課題を共有し、政策立案とそれに
おけるプロセスにおいて、市幹部の指導を仰ぎながら政策を作り上
げ、良いアイデアを市政に反映させ、その事業の進捗状況を自らマ
ネジメントすることで、市職員としての問題解決能力や政策形成能力
を身につける。そうした若手職員育成の観点から、課長補佐級以下
の職員による「働き方改革検討チーム」を結成し、働き方改革の推進
体制を構築する。

若手職員の育成と意識改革

Ａ

働き方改革検討チームを市長直属のプロジェクトチームと位置
づけ、職員に対して市役所改革の提案募集を行った。集まった
提案に対してチームで優先順位をつけ特別職に提案を行い、実
施指示を受けた提案について、実施担当課と実施に向けた調整
を行った。
特別職に実施指示を受けた提案　11件　（うち、令和２年度末ま
でに１件を実施済）

70-1
若手職員による働き方改革の
推進

【推進体制の構築】

　１　現状分析（職員意識調査の実施）
　２　検討チーム設立に向けた準備（メンバー募集）
　３　検討チームの設立
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（10）防災・減災への組織的な取組の推進

№ 実施施策名 取組内容 目標・効果 評価 所管課

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

※評価（達成度）　100％＝A　80％以上＝B　60％以上＝C　40％以上＝D　40％未満＝E

取組実績

危機管理課

自主防災会に対する支援事業の継続実施
自主防災会未結成地域での組織化と組織率の向上

市民の防災意識の向上及び地域の防災力の強化

Ａ

市内自主防災組織率は98.55%で、平成27年度から1.15ポイント
上昇した。
自主防災組織育成事業補助金による活動支援　　 67組織
486,915円
避難路・避難場所整備補助金による避難路等整備　５組織
1,890,640円

71 地域防災力の強化
・自主防災組織率の向上
・市内の自主防災会活動及び人材育成支援
・避難路及び避難場所の整備支援

危機管理課

専用アプリケーションを開発し、携帯端末等からも災害情報を
収集できるようにする。

迅速な被害状況等の把握及び災害対応の向上

Ａ

徳島県災害時の安否確認サービス「すだちくんメール」により、携
帯端末等から災害情報を収集することが可能となっている。

72
携帯端末からインターネットを
活用した防災情報の収集

市民が携帯端末等で撮影した写真や映像を、インターネット
を介して閲覧することができるアプリケーションを開発し、運
用する。

危機管理課

（企画政策課・
人事課）

行政組織機構等の見直しによる初動体制・職員配備編成計
画の見直し及び課題業務への対応策の検討と計画化

地震・津波被害に対する組織的対応力の向上と業務継続体
制の構築

Ａ

人事異動等による災害発生時の動員体制及び職員配備編成計
画の見直しを継続して行っている。

73 業務継続計画のマネジメント
・阿南市業務継続計画推進委員会の設置
・ＰＤＣＡサイクルによる計画の実行と見直し

危機管理課

「地区別避難計画」の作成と具体的な津波避難対策を検討
特定避難困難地域の解消に向けた津波避難施設等の整備

緊急避難場所の確保及び災害に強いまちづくりの推進につ
ながる。

Ａ

令和元年度の那賀川町工地地区の命山完成により、市内の特
定避難困難地域は解消されたため、平成26年３月に策定した阿
南市津波避難計画を改訂した。74

特定避難困難地域の解消に
向けた対策の検討

・「地区別避難計画」を作成する。
・避難困難地域の解消に向けた対策を講じる。

土木課

令和３年度末までに、13橋（Ｈ29～R3は8橋）の耐震化工事を
実施する。

道路ネットワーク機能の確保及び災害に強いまちづくりの推
進

Ａ

２橋（藁野橋・上地圃場橋）の工事を発注し、継続して工事を進
めており、１橋（上地圃場橋）は令和３年７月末までに工事完成
予定である。
（７橋目実施中）75 橋梁耐震化事業の推進

阿南市が管理する重要橋梁（78橋）のうち、特に重要な橋梁
と位置づけ、適用示方書の耐震基準を考慮し、選定した橋
梁について、耐震化工事を効果的に実施していく。
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№ 実施施策名 取組内容 目標・効果 評価 所管課

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

【目標】

【効果】

効果額 73千円

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

76 危険廃屋等解消の推進
・危険廃屋の所有者に対する適正管理の呼びかけ
・危険廃屋等の除却等に係る経費の一部補助

住宅課

阿南市危険廃屋等除却支援事業により、危険廃屋の解体を
支援し、年間５件程度の解消を図る。

老朽危険廃屋の倒壊や部材の飛散・崩落による被害から市
民生活を守り、住環境の改善や良好な景観の促進が図られ
る。

Ａ

・除却件数　11戸
・狭路が入り組んだ住宅密集地にあった当該建築物を解体除却
したことで、密集地域での火災の広がりや地震発生時における
建物の倒壊による被害の軽減が図られた。

※評価（達成度）　100％＝A　80％以上＝B　60％以上＝C　40％以上＝D　40％未満＝E

取組実績

学校教育課

平成28年度から3年間を目標に、全小学校区の通学路の合
同点検及び安全対策を実施し、次年度以降の計画を見直
す。

通学路の危険箇所の把握及び安全確保

Ａ

「阿南市通学路安全プログラム」に基づき、関係機関と連携して、
市内９小学校において通学路の合同点検及び交通安全対策を
実施した。児童生徒が安心して通学できるよう交通・防災・防犯
の観点から安全確保に努めることができた。77

合同点検による通学路の安全
確保

平成27年度に策定した「阿南市通学路交通安全プログラ
ム」に基づき、関係機関が連携して計画的かつ継続的に通
学路の合同点検及び交通安全対策を実施し、児童生徒が
安心して通学できるよう安全確保に努める。

学校教育課

（こども課）

平成２９年度に新通信システム（無料を想定）を導入し、迅速
かつ正確な連絡体制を構築に努める。

歳出の削減及び非常変災時連絡体制の強化

Ａ

学校安心メールを活用し、無料で、迅速かつ正確な情報が市内
各校との間で共有化されている。警報発表時や、コロナウイルス
感染症への対応において有効に活用されている。78

ＩＣＴを活用した非常変災時連
絡体制の強化

・より安価な新通信システムの導入
・システムの操作訓練・運用
・迅速かつ正確な連絡体制の構築

消防本部
警防課

令和元年度の実施に向けて入団条件の見直しを行う。

消防団員の安定確保及び消防団活動の充実・活性化

Ａ

令和２年度における新入団員数は37人であり、内９人が40歳以
上であることから、入団資格年齢の上限引き上げによる効果が得
られており、今後も継続して団員の確保に努める。

79 消防団員の安定確保
・入団年齢制限の緩和または撤廃の検討
・入団条件の見直し
・団員確保の推進
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（11）広域行政の推進

№ 実施施策名 取組内容 目標・効果 評価 所管課

【目標】

【効果】

効果額 ―　　千円

80
定住自立圏共生ビジョンの推
進

「南阿波定住自立圏共生ビジョン」で定める将来像の実現に
向け、「生活機能の強化」、「結びつきやネットワークの強
化」、「圏域マネジメントの強化」の３つの政策分野それぞれ
で具体的な事業に取り組む。

企画政策課

（関係各課）

１市４町の連携基盤を生かした取組範囲の拡大
活力と魅力ある定住自立圏の実現

圏域全体の生活機能の向上、定住の促進、地域経済の活性
化等

Ａ

南阿波定住自立圏４年目の取組として、活力と魅力ある生活圏
の構築に向け、共生ビジョンに掲げる具体的な取組を推進した。
１市４町の担当者間で各担当者部会等を随時開催し、連携体制
を維持するとともに、計画に沿って事業を実施した。

※評価（達成度）　100％＝A　80％以上＝B　60％以上＝C　40％以上＝D　40％未満＝E

取組実績
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