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■ 八代市行財政集中改革プランの進捗状況

実績（進捗状況）
■平成１８年度経常的事務経費の一律５パーセント以上の削減 　【平成１８年度】

　○経常的事務経費　　　　　　　　　　　２２４，０００千円
　○納税組合育成事業等の廃止等　　　８２，０００千円

　【平成１９年度】
　○経常的事務経費　　　　　　　　　　　４５８，０００千円
　○納税組合育成事業等の廃止等　　　８２，０００千円（削減効果継続）

　【平成２０年度】
　○経常的事務経費　　　　　　　　　　　７０９，０００千円
　○納税組合育成事業等の廃止等　　　８２，０００千円（削減効果継続）

　【平成２１年度】
　○経常的事務経費　　　　　　　　　　　７２３，０００千円
　○納税組合育成事業等の廃止等　　　８２，０００千円（削減効果継続）

■事務改善報告制度及び職員提案制度の実施 　【平成１８年度】
　■八代市行財政改革実施計画（アクションプラン）の策定に当たり、職員提案及び一係一改
　　善運動を実施。
　　○実施計画（アクションプラン）に掲げる改革項目１６４項目のうち８１項目が職員提案の中
　　　から採用。
　　○一係一改善運動では、２３７の対象係等から３４９の改善運動実施項目が提出。

　【平成１９年度】
　　○一係一改善運動を実施し、２２４の対象係等から３５４の改善運動実施項目が提出。
　　○事務事業の見直し例
　　　　　・口座振替領収書の一括発行　　　　　　・広報紙ページ数の見直し
　　　　　・広告付き公用封筒の導入　　　　　　　　・八代市文化祭の統合等
　　　　　・「統計年鑑」印刷製本の見直し　　　　　・有機性廃棄物資源化事業の廃止
　　　　　・市民農業講座の廃止　　　　　　　　　　　・電話相談・お達者コール事業の見直し
　　　　　・長寿者祝金支給の見直し　　　　　　　　・ふるさと直送便事業の見直し　　など

　【平成２０年度】
　　○一係一改善運動を実施し、２１６の対象係等から３５６の改善運動実施項目が提出。
　　○事務事業の見直し例
　　　　　・北海市交流計画事務折衝の見直し
　　　　　・ＣＡＴＶセンターのＣＳ番組の見直し、番組統一及び契約の一本化
　　　　　・ＣＡＴＶセンターのインターネット接続契約の一本化
　　　　　・広幅複写機の再リース契約　　　　　　　・障害福祉システムの再リース契約
　　　　　・長寿者祝金の見直し　　　　　　　　　　　・ふるさと直送便事業の見直し
　　　　　・くまもと八代観光物産フェアの見直し（広告媒体によるＰＲへの切替）
　　　　　・小中学校、園に設置する複写機等の契約の見直し等
　　　　　・いっそＤＥフェスタ２００９（他事業による代替開催）　　など

　【平成２１年度】
　　○一係一改善運動を実施し、２１２の対象係等から２９２改善運動実施項目が提出。
　　○事務事業の見直し例
　　　　　・口座振替申し込みはがきの廃止と口座振替申込用紙の納付書添付
　　　　　・ホームページの多言語化
　　　　　・統計調査員の公募　　など

（１）事務事業の見
直し、経費節減等

　【１８年度】
　　　３０６百万円
　【１９年度】
　　　５４０百万円
　【２０年度】
　　　７９１百万円
  【２１年度】
　　　８０５百万円

項　　目 計画（概略）



■ 八代市行財政集中改革プランの進捗状況

実績（進捗状況）項　　目 計画（概略）

■事務改善報告制度及び職員提案制度の実施 　【平成１８年度】
　■八代市行財政改革実施計画（アクションプラン）の策定に当たり、職員提案及び一係一改
　　善運動を実施。
　　○実施計画（アクションプラン）に掲げる改革項目１６４項目のうち８１項目が職員提案の中
　　　から採用。
　　○一係一改善運動では、２３７の対象係等から３４９の改善運動実施項目が提出。

　【平成１９年度】
　　○一係一改善運動を実施し、２２４の対象係等から３５４の改善運動実施項目が提出。
　　○事務事業の見直し例
　　　　　・口座振替領収書の一括発行　　　　　　・広報紙ページ数の見直し
　　　　　・広告付き公用封筒の導入　　　　　　　　・八代市文化祭の統合等
　　　　　・「統計年鑑」印刷製本の見直し　　　　　・有機性廃棄物資源化事業の廃止
　　　　　・市民農業講座の廃止　　　　　　　　　　　・電話相談・お達者コール事業の見直し
　　　　　・長寿者祝金支給の見直し　　　　　　　　・ふるさと直送便事業の見直し　　など

　【平成２０年度】
　　○一係一改善運動を実施し、２１６の対象係等から３５６の改善運動実施項目が提出。
　　○事務事業の見直し例
　　　　　・北海市交流計画事務折衝の見直し
　　　　　・ＣＡＴＶセンターのＣＳ番組の見直し、番組統一及び契約の一本化
　　　　　・ＣＡＴＶセンターのインターネット接続契約の一本化
　　　　　・広幅複写機の再リース契約　　　　　　　・障害福祉システムの再リース契約
　　　　　・長寿者祝金の見直し　　　　　　　　　　　・ふるさと直送便事業の見直し
　　　　　・くまもと八代観光物産フェアの見直し（広告媒体によるＰＲへの切替）
　　　　　・小中学校、園に設置する複写機等の契約の見直し等
　　　　　・いっそＤＥフェスタ２００９（他事業による代替開催）　　など

　【平成２１年度】
　　○一係一改善運動を実施し、２１２の対象係等から２９２改善運動実施項目が提出。
　　○事務事業の見直し例
　　　　　・口座振替申し込みはがきの廃止と口座振替申込用紙の納付書添付
　　　　　・ホームページの多言語化
　　　　　・統計調査員の公募　　など

（１）事務事業の見
直し、経費節減等

　【１８年度】
　　　３０６百万円
　【１９年度】
　　　５４０百万円
　【２０年度】
　　　７９１百万円
  【２１年度】
　　　８０５百万円
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実績（進捗状況）項　　目 計画（概略）
（２）民間委託等の
推進

　【１８年度】
　　　　１３百万円
　【１９年度】
　　　　３３百万円
　【２０年度】
　　　　２９百万円
　【２１年度】
　　　１２４百万円

■指定管理者制度の導入
　○平成１８年４月から以下の２７施設について指定管理者制度を導入する。
　・高等職業訓練校  ・ふれあいセンターいずみ   ・千丁地域福祉保健センター
　・サンライフ八代     ・おおぞら授産所　　　     　・鏡地域福祉センター
　・日奈久温泉センター　　 ・ひまわり苑  　　      ・鏡老人デイサービスセンター
　・東湯       　　　　　　　　  ・保寿寮　　　　　　  　・柿迫生きがいセンター
　・西湯　　　　　　　　　 ・総合福祉センター　　  　・五家荘デイサービスセンター
　・坂本憩いの家　　   ・社会福祉会館　　　　　　　・五家荘憩いの家
　・広域交流センターさかもと館　・西松江城老人憩いの家　・泉憩いの家
　・さかもと温泉センター　　　・日奈久老人憩いの家　　　・泉地域福祉センター
　・泉農林産物流通加工施設　　・坂本地域福祉センター　　・八竜山自然公園

　【平成１８年度】
　○導入施設（２７施設）　計画の高等職業訓練校、ふれあいセンターいずみ、等
　○削減効果額　　　１３，０００千円

　【平成１９年度】
　○導入施設（４施設）　　振興センターいずみ、ハーモニーホール、
　　　　　　　　　　　　　　　　東陽交流センターせせらぎ、農林産物等直売施設菜摘館
　　　　（※「せせらぎ」と「菜摘館」は、合併前から指定管理者制度を導入）
　　　※ハーモニーホールの予約受付時間の延長
　○削減効果額　　　３３，０００千円

　【平成２０年度】
　○広域交流地域振興施設（八代よかとこ物産館、平成２０年度新設）に導入。
　○平成２１年度に更新（１８施設）及び新規導入（４施設）のための事務手続き。
　　　　・新規導入施設　：　勤労青少年ホーム、働く婦人の家、勤労福祉会館
　　　　　　　　　　　　　　　　　東陽地域福祉保健センター
　○「公の施設の指定管理者制度に関する運用指針」の改定。
　○削減効果額　　　２９，０００千円

　【平成２１年度】
　○導入施設（４施設）　　勤労青少年ホーム、働く婦人の家、勤労福祉会館
　　　　　　　　　　　　　　　　東陽地域福祉保健センター
　○平成２２年度に更新（４施設）及び新規導入（２施設）のための事務手続き。
　　　　・新規導入施設　：　がらっぱ広場、松中信彦スポーツミュージアム
　○「公の施設の指定管理者制度に関する運用指針」の改定。
　○削減効果額　　１２４，０００千円

■民間譲渡の検討
　今後、直営施設又は指定管理者制度導入施設のうち、民間でも同様又は類
似の施設を設置・運営している施設については、市が管理運営する必要性が
薄れているため、民間譲渡を検討する。

　【平成１８年度】
　　八代市版市場化テストの導入を検討。

　【平成１９年度】
　　○民間譲渡等の検討を行い、２つの直営施設について平成２０年度に「八代市版市場化
　　　テスト」の実施を決定。
　　　　・対象施設：養護老人ホーム「氷川寮」、救護施設「千草寮」
　　○公立保育園の民営化等を検討する「八代市立保育所民営化等検討委員会」を設置。

　【平成２０年度】
　　○氷川寮及び千草寮について八代市版市場化テストを実施。
　　　　・市場化テスト結果も含めて検討し、両施設の民間譲渡方針を決定し、民間譲渡の
　　　　　公募を実施。（両施設とも民間譲渡に伴い平成２１年４月１日から民営化）
　　○厚生会館、文化センター、図書館、スポーツ施設（総合体育館等）について八代市版市
場化テストを実施。
　　○公立保育園について民営化等を検討、保護者説明会を実施。

　【平成２１年度】
　　○氷川寮及び千草寮について民営化を実施。
　　○公立保育園、さかもと温泉センター、坂本憩いの家、広域交流センターさかもと館につい
て八代市版市場化テストを実施。
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実績（進捗状況）項　　目 計画（概略）

　【平成１８年度】
　　直営で管理する施設における業務委託の拡大の可能性について検討。

　【平成１９年度】
　　○地域包括支援センター
　　○下水道メータ－検針業務
　　○スクールバス業務（八代養護学校）

　【平成２０年度】
　　業務委託の拡大について検討。

　【平成２１年度】
　　業務委託の拡大について検討。

■業務委託の推進
　今後も直営で管理する施設については、市民サービスの向上や人件費等の
節減等を図る観点から、さらに業務委託を拡大する。

■事業統合・縮小・廃止の検討
　次に該当する施設については、事業統合、縮小又は廃止を検討する。
　・施設の目的が達成されている。
　・利用者が少ない。
　・施設が老朽化し、建替え、大規模改修が予想される。
　・民間と競合する施設である。
　・類似の施設がある。

　【平成１８年度】
　○文化財収蔵施設の集約
　　　・市内３箇所に分散していた施設を西部社会教育センター（旧西部小学校舎）に移転・
　　　　集約（平成１９年度中に完了）

　【平成１９年度】
　○共同処理加工施設の解体
　○日奈久老人憩いの家の入浴施設の廃止

　【平成２０年度】
　○鏡試験農園の解体
　○代陽公民館の開設（社会福祉会館の用途変更）
　○松高小学校大島分校の廃校
　○泉第七小学校の休校（平成２２年３月３１までの予定）

　【平成２１年度】
　施設の事業統合、縮小又は廃止について検討。
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実績（進捗状況）項　　目 計画（概略）
■事務事業の民間委託の推進又は臨時・嘱託職員の活用
　市民サービスの向上や人件費の節減等を図るため、より一層の民間委託を
推進し、又は臨時・嘱託職員の活用を図る。
　※今後、民間委託又は臨時職員等の活用を検討していく主な事務事業
　・公用車運転業務
　・情報処理、庁内情報システム維持管理業務
　・住民票等交付に係る窓口業務
　・下水道使用料徴収事務
　・学校用務員、事務員、バス運転業務
　・学校給食調理業務

　【平成１８年度】
　・公用車運転業務　　　関係課と協議。
　・情報処理、庁内情報システム維持管理業務
　　　原課の業務の支援（サポート）やネットワーク保守管理の委託を行っており、経費・
　　　サービス・専門知識確保などの観点から検討。
　・住民票等交付に係る窓口業務
　　　民間委託には法による制限があり、臨時職員・嘱託職員の活用を検討。
　・下水道使用料徴収事務
　　　従前とおり民間委託を実施。
　・学校用務員、事務員、バス運転業務
　　　対象業務の必要性、業務量の把握等を行い、代替方法（非常勤職員への切り替え、
　　　民間への業務委託）の必要経費等の検討。
　・学校給食調理業務
　　　民間業者に一部委託を行っているが、調理従事職員の雇用形態にばらつき（市職員、
　　　学校給食会職員）があり、雇用計画を検討。

　【平成１９年度】
　・公用車運転業務　　　関係課と協議。
　・情報処理、庁内情報システム維持管理業務
　　　原課の業務の支援（サポート）やネットワーク保守管理の委託を行っており、経費・
　　　サービス・専門知識確保などの観点から検討。
　・住民票等交付に係る窓口業務
　　　民間委託には法による制限があり、臨時職員・嘱託職員の活用を検討。
　・下水道使用料徴収事務
　　　従前とおり民間委託を実施。
　・学校用務員、事務員、バス運転業務
　　　八代養護学校のスクールバスを業務委託。
　・学校給食調理業務
　　　民間業者に一部委託を行っているが、調理従事職員の雇用形態にばらつき（市職員、
　　　学校給食会職員）があり、雇用計画を検討。市職調理員退職の補充に嘱託職員を雇用。

　【平成２０年度】
　・公用車運転業務　　　関係課と協議。
　・情報処理、庁内情報システム維持管理業務
　　　原課の業務の支援（サポート）やネットワーク保守管理の委託を行っており、経費・
　　　サービス・専門知識確保などの観点から検討。
　・住民票等交付に係る窓口業務
　　　民間委託には法による制限があり、臨時職員・嘱託職員の活用を検討。
　・下水道使用料徴収事務
　　　従前とおり民間委託を実施。
　・学校用務員、事務員、バス運転業務
　　　八代養護学校のスクールバスを業務委託。
　・学校給食調理業務
　　　民間業者に一部委託を行っているが、調理従事職員の雇用形態にばらつき（市職員、
　　　学校給食会職員）があり、雇用計画を検討。市職調理員退職の補充に嘱託職員を雇用。
　
 【平成２１年度】
　・公用車運転業務　　　関係課と協議。
　・情報処理、庁内情報システム維持管理業務
　　　原課の業務の支援（サポート）やネットワーク保守管理の委託を行っており、経費・
　　　サービス・専門知識確保などの観点から検討。
　・住民票等交付に係る窓口業務
　　　民間委託には法による制限があり、臨時職員・嘱託職員の活用を検討。
　・下水道使用料徴収事務
　　　従前とおり民間委託を実施。
　・学校用務員、事務員、バス運転業務
　　　八代養護学校のスクールバスを業務委託。
　・学校給食調理業務
　　　民間業者に一部委託を行っているが、調理従事職員の雇用形態にばらつき（市職員、
　　　学校給食会職員）があり、雇用計画を検討。市職調理員退職の補充に嘱託職員を雇用。



■ 八代市行財政集中改革プランの進捗状況

実績（進捗状況）項　　目 計画（概略）

■事務事業の民間委託の推進又は臨時・嘱託職員の活用
　市民サービスの向上や人件費の節減等を図るため、より一層の民間委託を
推進し、又は臨時・嘱託職員の活用を図る。
　※今後、民間委託又は臨時職員等の活用を検討していく主な事務事業
　・公用車運転業務
　・情報処理、庁内情報システム維持管理業務
　・住民票等交付に係る窓口業務
　・下水道使用料徴収事務
　・学校用務員、事務員、バス運転業務
　・学校給食調理業務

　【平成１８年度】
　・公用車運転業務　　　関係課と協議。
　・情報処理、庁内情報システム維持管理業務
　　　原課の業務の支援（サポート）やネットワーク保守管理の委託を行っており、経費・
　　　サービス・専門知識確保などの観点から検討。
　・住民票等交付に係る窓口業務
　　　民間委託には法による制限があり、臨時職員・嘱託職員の活用を検討。
　・下水道使用料徴収事務
　　　従前とおり民間委託を実施。
　・学校用務員、事務員、バス運転業務
　　　対象業務の必要性、業務量の把握等を行い、代替方法（非常勤職員への切り替え、
　　　民間への業務委託）の必要経費等の検討。
　・学校給食調理業務
　　　民間業者に一部委託を行っているが、調理従事職員の雇用形態にばらつき（市職員、
　　　学校給食会職員）があり、雇用計画を検討。

　【平成１９年度】
　・公用車運転業務　　　関係課と協議。
　・情報処理、庁内情報システム維持管理業務
　　　原課の業務の支援（サポート）やネットワーク保守管理の委託を行っており、経費・
　　　サービス・専門知識確保などの観点から検討。
　・住民票等交付に係る窓口業務
　　　民間委託には法による制限があり、臨時職員・嘱託職員の活用を検討。
　・下水道使用料徴収事務
　　　従前とおり民間委託を実施。
　・学校用務員、事務員、バス運転業務
　　　八代養護学校のスクールバスを業務委託。
　・学校給食調理業務
　　　民間業者に一部委託を行っているが、調理従事職員の雇用形態にばらつき（市職員、
　　　学校給食会職員）があり、雇用計画を検討。市職調理員退職の補充に嘱託職員を雇用。

　【平成２０年度】
　・公用車運転業務　　　関係課と協議。
　・情報処理、庁内情報システム維持管理業務
　　　原課の業務の支援（サポート）やネットワーク保守管理の委託を行っており、経費・
　　　サービス・専門知識確保などの観点から検討。
　・住民票等交付に係る窓口業務
　　　民間委託には法による制限があり、臨時職員・嘱託職員の活用を検討。
　・下水道使用料徴収事務
　　　従前とおり民間委託を実施。
　・学校用務員、事務員、バス運転業務
　　　八代養護学校のスクールバスを業務委託。
　・学校給食調理業務
　　　民間業者に一部委託を行っているが、調理従事職員の雇用形態にばらつき（市職員、
　　　学校給食会職員）があり、雇用計画を検討。市職調理員退職の補充に嘱託職員を雇用。
　
 【平成２１年度】
　・公用車運転業務　　　関係課と協議。
　・情報処理、庁内情報システム維持管理業務
　　　原課の業務の支援（サポート）やネットワーク保守管理の委託を行っており、経費・
　　　サービス・専門知識確保などの観点から検討。
　・住民票等交付に係る窓口業務
　　　民間委託には法による制限があり、臨時職員・嘱託職員の活用を検討。
　・下水道使用料徴収事務
　　　従前とおり民間委託を実施。
　・学校用務員、事務員、バス運転業務
　　　八代養護学校のスクールバスを業務委託。
　・学校給食調理業務
　　　民間業者に一部委託を行っているが、調理従事職員の雇用形態にばらつき（市職員、
　　　学校給食会職員）があり、雇用計画を検討。市職調理員退職の補充に嘱託職員を雇用。



■ 八代市行財政集中改革プランの進捗状況

実績（進捗状況）項　　目 計画（概略）
（３）定員管理の適
正化

　【１８年度】
　　　　３０９百万円
　【１９年度】
　　　　７７４百万円
　【２０年度】
　　１，１９１百万円
　【２１年度】
　　１，５１２百万円

　■事務事業、施設の統廃合及び民間委託の推進、組織機構の再編、臨時・
嘱託職員の活用などにより、職員採用を最小限に抑えて、平成２２年４月１日
の職員数を１，１８０人以下とする。
　　○職員数　　平成１７年４月１日　　１，３３０人
　　　　　　　　　　平成２２年４月１日　　１，１８０人
　　○削減数　　１５０人
　　○削減率　　１１．３％

　【平成１８年度】
　　○職員数　　平成１８年４月１日　　１，３０４人
　　　　　　　　　　平成１９年４月１日　　１，２７０人
　　○削減数　　６０人　（１，３３０人－１，２７０人）
　　○削減率　　約４．５％
　　○効果額　　３０９，０００千円

　【平成１９年度】
　　○職員数　　平成１９年４月１日　　１，２７０人
　　　　　　　　　　平成２０年４月１日　　１，２２２人
　　○削減数　　１０８人　（１，３３０人－１，２２２人）
　　○削減率　　約８．１％
　　○効果額　　７７４，０００千円（平成１９年度効果額　：　４６５，０００千円）

　【平成２０年度】
　　○職員数　　平成２０年４月１日　　１，２２２人
　　　　　　　　　　平成２１年４月１日　　１，１８０人
　　○削減数　　１５０人　（１，３３０人－１，１８０人）
　　○削減率　　約１１．３％
　　○効果額　　１，１９１，０００千円（平成２０年度効果額　：　４１７，０００千円）

　【平成２１年度】
　　○職員数　　平成２１年４月１日　　１，１８０人
　　　　　　　　　　平成２２年４月１日　　１，１５０人
　　○削減数　　１８０人　（１，３３０人－１，１５０人）
　　○削減率　　約１３．５％
　　○効果額　　１，５１２，０００千円（平成２１年度効果額　：　３２１，０００千円）
　



■ 八代市行財政集中改革プランの進捗状況

実績（進捗状況）項　　目 計画（概略）

■職員に対する福利厚生事業については、主に職員互助会で行っており、そ
の財源は職員の会費と市からの負担金で運営されているので、市民の理解が
得られるものとなるよう点検・見直しを行い、適正に事業を実施する。

　【平成１８年度】
　　職員互助会で行う事業を職員の会費のみで行う「独自事業」と市の交付金を２分の１
　　充てる事業に区分し、これに基づき、平成１９年度は財源配分及び事業を実施。
　
　【平成１９年度】
　　前年度の見直し検討に基づき、財源配分及び事業を実施。また、職員手帳の「独自事業」
　　化の検討、人間ドックの公費負担割合の削減の検討。

　【平成２０年度】
　　職員互助会への交付金の見直しを行い、人間ドックの公費負担２分の１を１万円（健康診
　　断並み）に変更した。

　【平成２１年度】（※平成２０年度から継続）
　　職員互助会への交付金の見直しを行い、人間ドックの公費負担２分の１を１万円（健康診
　　断並み）に変更した。

（４）給与等の適正
化

　【１７年度】
　　３６３百万円
　【１８年度】
　　６１２百万円
　【１９年度】
　　６４５百万円
　【２０年度】
　　６６６百万円
　【２１年度】
　　６６８百万円

■職員給与については、市民の理解と納得が得られる制度、運用、水準の適
正化に努める。
　また、平成１８年度からの国の給与構造改革を見据えて、本市においても給
与水準を平均４．８パーセント引き下げる制度見直しを行うとともに、職務・職責
に応じた給与制度を構築する。

　【平成１７年度】
　　○職員手当（通勤手当・住居手当）の見直し　　　１５，０００千円
　　○合併に伴う三役等特別職の削減・給与減額　　　１７６，０００千円
　　○合併に伴う議員の削減　　　１７２，０００千円
　　■削減効果額　　３６３，０００千円

　【平成１８年度】
　　○国の給与構造改革を見据えて、本市においても給与水準を平均４．８パーセント引き
　　　下げる制度見直し　　　５４，０００千円
　　○職員手当（通勤手当・住居手当）の見直し　　　２２，０００千円
　　○合併に伴う三役等特別職の削減・給与減額　　　２６８，０００千円
　　○合併に伴う議員の削減　　　２５９，０００千円
　　■削減効果額　　６０３，０００千円

　【平成１９年度】
　　○国の給与構造改革を見据えて、本市においても給与水準を平均４．８パーセント引き
　　　下げる制度見直し　　　８７，０００千円
　　○職員手当（通勤手当・住居手当）の見直し　　　２２，０００千円
　　○合併に伴う三役等特別職の削減・給与減額　　　２６８，０００千円
　　○合併に伴う議員の削減　　　２５９，０００千円
　　■削減効果額　　６３６，０００千円
　
　【平成２０年度】
　　○国の給与構造改革を見据えて、本市においても給与水準を平均４．８パーセント引き
　　　下げる制度見直し　　　１０８，０００千円
　　○職員手当（通勤手当・住居手当）の見直し　　　２２，０００千円
　　○合併に伴う三役等特別職の削減・給与減額　　　２６８，０００千円
　　○合併に伴う議員の削減　　　２５９，０００千円
　　■削減効果額　　６５７，０００千円
　
　【平成２１年度】
　　○国の給与構造改革を見据えて、本市においても給与水準を平均４．８パーセント引き
　　　下げる制度見直し　　１１５，０００千円
　　○職員手当（通勤手当・住居手当）の見直し　　　２２，０００千円
　　○合併に伴う三役等特別職の削減・給与減額　　　２６４，０００千円
　　○合併に伴う議員の削減　　　２５９，０００千円
　　■削減効果額　　６６０，０００千円



■ 八代市行財政集中改革プランの進捗状況

実績（進捗状況）項　　目 計画（概略）

■職員に対する福利厚生事業については、主に職員互助会で行っており、そ
の財源は職員の会費と市からの負担金で運営されているので、市民の理解が
得られるものとなるよう点検・見直しを行い、適正に事業を実施する。

　【平成１８年度】
　　職員互助会で行う事業を職員の会費のみで行う「独自事業」と市の交付金を２分の１
　　充てる事業に区分し、これに基づき、平成１９年度は財源配分及び事業を実施。
　
　【平成１９年度】
　　前年度の見直し検討に基づき、財源配分及び事業を実施。また、職員手帳の「独自事業」
　　化の検討、人間ドックの公費負担割合の削減の検討。

　【平成２０年度】
　　職員互助会への交付金の見直しを行い、人間ドックの公費負担２分の１を１万円（健康診
　　断並み）に変更した。

　【平成２１年度】（※平成２０年度から継続）
　　職員互助会への交付金の見直しを行い、人間ドックの公費負担２分の１を１万円（健康診
　　断並み）に変更した。

■旅費については、実態に即した運用とし、支給の適正化を推進する。 　【平成１８年度】
　○熊本県内に出張する場合の日当の額を定額の２分の１（半日当）とし、公用車を使用
　　する場合には日当を支給しないように変更。
　　　　・削減効果額　　９，０００千円
　○パック旅行や早割り等の利用。

　【平成１９年度】
　前年度同様に実施するとともに、公用車による出張時の駐車場料の負担のあり方につい
　て検討。

　【平成２０年度】（※平成１８年度から継続）
　○熊本県内に出張する場合の日当の額を定額の２分の１（半日当）とし、公用車を使用
　　する場合には日当を支給しないように変更。
　○パック旅行や早割り等の利用。

　【平成２１年度】（※平成１８年度から継続）
　○熊本県内に出張する場合の日当の額を定額の２分の１（半日当）とし、公用車を使用
　　する場合には日当を支給しないように変更。
　　　・削減効果額　　８，０００千円
　○パック旅行や早割り等の利用。



■ 八代市行財政集中改革プランの進捗状況

実績（進捗状況）項　　目 計画（概略）
（５）組織機構の見
直し

■平成１８年４月１日に喫緊の課題である産業振興部門の体制強化と内部管
理部門を集約し、政策や重点施策の迅速な意思決定、行政資源の重点かつ適
正配分する体制を確立するために組織機構を見直す。

■組織機構の見直し（平成１８年４月１日）
　○「産業振興部」を農林水産業部門を所管する「農林水産部」と商工業部門を所管する
　　「商工観光部」に分割
　○合併直後の課題に対応するため暫定として設置された「総合調整室」、人事等を所管
　　する「行政管理部」、企画財政を所管する「企画財政部」の内部管理部門を「総務部」と
　　「企画振興部」に整理統合

■平成１９年４月１日に合併時の暫定的組織を見直し、本庁・支所機能を再編
する。再編に当たっては、政策、施策、事務事業のまとまりや地域の課題など
に対応した組織編制とするとともに、個々の職員の責任と権限を明確にし、意
思形成過程が簡素化されたフラットな組織とし、市民ニーズへの迅速かつ的確
な対応ができる組織とする。

■本庁・支所機能の再編
　【平成１８年度】
　　本庁･支所業務の重複事務の解消と円滑な事務事業の推進のため、本庁直轄とする
　　支所業務について検討を行った。

　【平成１９年度】
　　教育委員会から支所に依頼していた補助執行事務、地籍調査業務、保健師業務、
　　簡易水道業務について本庁直轄とした。
　　支所事務の決裁ルートの簡素化の実施。
　　また、簡易水道事業などの所管部署、支所組織の見直しなどの検討。

　【平成２０年度】
　　　支所市民環境課と支所健康福祉課を統合し市民福祉課を設置（鏡支所を除く）。
　　　鏡支所地域振興課を廃止。
　　　簡易水道事業を水道局に集約。
　　　生活排水関係事業を下水環境課に集約。　　など

　【平成２１年度】
　　　支所産業振興課と支所建設課を統合し。　　など

■組織の再編
　【平成１８年４月１日】　　課・課相当　８７　　係・係相当　１９１　　計２７８
　【平成１９年４月１日】　　課・課相当　８７　　係・係相当　１７９　　計２６６
　【平成２０年４月１日】　　課・課相当　８２　　係・係相当　１７２　　計２５４
　【平成２１年４月１日】　　課・課相当　８０　　係・係相当　１７０　　計２５０
　【平成２２年４月１日】　　課・課相当　８０　　係・係相当　１６８　　計２４８
　○削減数　　３０（平成１８年度比較での削減率　約１０．８％）



■ 八代市行財政集中改革プランの進捗状況

実績（進捗状況）項　　目 計画（概略）

■平成１８年度中に第三セクター等の経営状況や設置目的等を踏まえ、第三セ
クターの見直しに関する指針を策定し、団体の自立のための経営改善や統廃
合を促す。

（６）補助金、負担
金等の見直し

　【１８年度】
　　　　５４百万円
　【１９年度】
　　　　５５百万円
　【２０年度】
　　　　８３百万円
　【２１年度】
　　　　９８百万円

　■平成１７年度から平成１８年度までに、目的、成果、必要性、負担のあり方
等に基づく総点検を行うとともに、予算編成を通じて、補助金、負担金等の統廃
合を行う。
　また、平成１８年度中に補助金の交付に関する指針を策定し、既存の補助金
の見直しはもとより、新規補助金の交付決定に活用し、補助金の適正化を図
る。見直し結果については、市民に公表し、補助金に対する透明性を高める。

　【平成１８年度】
　○第三セクター等の経営状況等の現状把握、他市における第三セクター等の見直しの
　　取組み、団体の方向性等について調査、検討
　○（株）氷川は現在、破産手続き中。
　
　【参考】本市出資の第三セクター（商法法人）
　　　○本市出資割合５０％以上
　　　　　・（株）東陽地区ふるさと公社　　・（株）いずみ　　・（株）トーヨー
　　　　　・さかもと温泉センター（株）
　　　○本市出資割合２５％～４９％
　　　　　・かがみ街づくり（株）
　
　【平成１９年度】
　　関係課により「第三セクターに対する関与見直し検討会」を立ち上げて検討を行い、
　　「第三セクターへの関与に関する基本指針（案）」をとりまとめる。

　【平成２０年度】
　　「第三セクターへの関与に関する基本指針」を策定。

　【平成１８年度】
　　・補助金、負担金等の目的、成果、必要性、負担のあり方等に基づく総点検を
　　　行うとともに、平成１８年度は団体運営補助金について原則５％削減
　　・補助金見直しによる削減

　【平成１９年度】
　　・補助金の交付に関する運用指針について引き続き検討。

　【平成２０年度】
　　・行財政改革実施計画に基づき見直し
　　・協議会等負担金については、市にとってのメリットを検証。

　【平成２１年度】
　　・補助金、負担金の目的、必要性、相手先、成果及び対象事業の公益性など
　　　十分に精査し、目的を達成したもの、効果が少ないもの、既得権化している
　　　ものについて積極的に見直し

（７）第三セクター
等の見直し



■ 八代市行財政集中改革プランの進捗状況

実績（進捗状況）項　　目 計画（概略）
■税等の収納率の向上
　【平成１８年度】
　○収納率
　　　　・市税　　９７．４９％　　　　・国民健康保険税　　９２．４３％
　○収納率の向上に向けた取組み
　　　　・徴収体制の強化（夜間・休日徴収の強化、滞納整理強化月間の強化、休日等の納税
相談窓口の実施等）
　　　　・口座振替の推進
　　　　・差押等滞納処分の推進
　　　　・納税に関する広報の強化など
　○使用料等について
　　　　夜間・休日徴収の実施、滞納者への督促状・催告書の発送、口座振替の推進、滞納相
談の推奨、法的処理など、個別案件に応じた回収を実施。
　○効果額　　７７，０００千円

　【平成１９年度】
　○収納率
　　　　・市税　　９７．４２％　　　　・国民健康保険税　　９２．４３％
　○収納率の向上に向けた取組み
　　　　・徴収体制の強化（夜間・休日徴収の強化、滞納整理強化月間の強化、休日等の納税
相談窓口の実施等）
　　　　・口座振替の推進
　　　　・差押等滞納処分の推進
　　　　・納税に関する広報の強化など
　○使用料等について
　　　　夜間・休日徴収の実施、滞納者への督促状・催告書の発送、口座振替の推進、滞納相
談の推奨、法的処理の拡充など、個別案件に応じた回収を実施。
　○効果額　　７４，０００千円

　【平成２０年度】
　○収納率
　　　　・市税　　９７．２４％　　　　・国民健康保険税　　９１．４０％
　○収納率の向上に向けた取組み
　　　　・徴収体制の強化（夜間・休日徴収の強化、滞納整理強化月間の強化、休日等の納税
相談窓口の実施等）
　　　　・口座振替の推進
　　　　・差押等滞納処分の推進（インターネット公売、公売会、県と合同で徴収特別対策班編
成）
　　　　・納税に関する広報の強化など
　○使用料等について
　　　　夜間・休日徴収の実施、滞納者への督促状・催告書の発送、口座振替の推進、滞納相
談の推奨、法的処理の拡充など、個別案件に応じた回収を実施。
　○効果額　　７４，０００千円

　【平成２１年度】
　○収納率
　　　　・市税　　９７．４７％　　　　・国民健康保険税　　９１．３１％
　○収納率の向上に向けた取組み
　　　　・徴収体制の強化（夜間・休日徴収の強化、滞納整理強化月間の強化、休日等の納税
相談窓口の実施等）
　　　　・口座振替の推進
　　　　・差押等滞納処分の推進（インターネット公売、公売会、県と合同で徴収特別対策班編
成）
　　　　・納税に関する広報の強化など
　○使用料等について
　　　　夜間・休日徴収の実施、滞納者への督促状・催告書の発送、口座振替の推進、滞納相
談の推奨、法的処理の拡充など、個別案件に応じた回収を実施。
　○効果額　　７５，０００千円

■税等の収納率の向上
　平成２１年度までに、収納率（現年度分）を市税で９７．６パーセント、国民健康
保険税で９２．０パーセントに引き上げる。
　また、　未収金の多い使用料等について、個別に回収策の検討を行い、回収
強化に努める。

（８）歳入確保

　【１８年度】
　　　　９７百万円
　【１９年度】
　　　１３７百万円
　【２０年度】
　　　５８１百万円
　【２１年度】
　１，２７４百万円

県内市平均 目標値
97.22 97.6
89.76 92.0国民健康保険税 91.41

※収納率（平成１６年度）
合併前６市町村

市税 97.41



■ 八代市行財政集中改革プランの進捗状況

実績（進捗状況）項　　目 計画（概略）

　【平成１８年度】
　　市民税　　　　　　　３１．２％　　　　固定資産税　　　　　５２．３％
　　軽自動車税　　　　２７．５％　　　　国民健康保険税　　５２．９％
　
　【平成１９年度】
　　市民税　　　　　　　３２．３％　　　　固定資産税　　　　　５３．７％
　　軽自動車税　　　　２８．３％　　　　国民健康保険税　　５３．６％

　【平成２０年度】
　　市民税　　　　　　　３５．６％　　　　固定資産税　　　　　５４．６％
　　軽自動車税　　　　２７．９％　　　　国民健康保険税　　４６．８％

　【平成２１年度】
　　市民税　　　　　　　２９．１％　　　　固定資産税　　　　　５５．８％
　　軽自動車税　　　　２５．０％　　　　国民健康保険税　　４７．８％

　【平成１８年度】
 　　改定時期、改定税率等について、広報紙やFMやつしろを通じて広報活動を行い、周知に
努めた。

　【平成１９年度】
　　　前年度同様、改定時期、改定税率等について、広報紙やFMやつしろを通じて周知に努
め、平成
　　２０年度からの実施に向けて準備を進めた。

　【平成２０年度】
　　　税率を１．４パーセントから１．５パーセントに改定。

　【平成２１年度】
　　　税率１．５パーセントを維持。

■税等の収納率の向上
　【平成１８年度】
　○収納率
　　　　・市税　　９７．４９％　　　　・国民健康保険税　　９２．４３％
　○収納率の向上に向けた取組み
　　　　・徴収体制の強化（夜間・休日徴収の強化、滞納整理強化月間の強化、休日等の納税
相談窓口の実施等）
　　　　・口座振替の推進
　　　　・差押等滞納処分の推進
　　　　・納税に関する広報の強化など
　○使用料等について
　　　　夜間・休日徴収の実施、滞納者への督促状・催告書の発送、口座振替の推進、滞納相
談の推奨、法的処理など、個別案件に応じた回収を実施。
　○効果額　　７７，０００千円

　【平成１９年度】
　○収納率
　　　　・市税　　９７．４２％　　　　・国民健康保険税　　９２．４３％
　○収納率の向上に向けた取組み
　　　　・徴収体制の強化（夜間・休日徴収の強化、滞納整理強化月間の強化、休日等の納税
相談窓口の実施等）
　　　　・口座振替の推進
　　　　・差押等滞納処分の推進
　　　　・納税に関する広報の強化など
　○使用料等について
　　　　夜間・休日徴収の実施、滞納者への督促状・催告書の発送、口座振替の推進、滞納相
談の推奨、法的処理の拡充など、個別案件に応じた回収を実施。
　○効果額　　７４，０００千円

　【平成２０年度】
　○収納率
　　　　・市税　　９７．２４％　　　　・国民健康保険税　　９１．４０％
　○収納率の向上に向けた取組み
　　　　・徴収体制の強化（夜間・休日徴収の強化、滞納整理強化月間の強化、休日等の納税
相談窓口の実施等）
　　　　・口座振替の推進
　　　　・差押等滞納処分の推進（インターネット公売、公売会、県と合同で徴収特別対策班編
成）
　　　　・納税に関する広報の強化など
　○使用料等について
　　　　夜間・休日徴収の実施、滞納者への督促状・催告書の発送、口座振替の推進、滞納相
談の推奨、法的処理の拡充など、個別案件に応じた回収を実施。
　○効果額　　７４，０００千円

　【平成２１年度】
　○収納率
　　　　・市税　　９７．４７％　　　　・国民健康保険税　　９１．３１％
　○収納率の向上に向けた取組み
　　　　・徴収体制の強化（夜間・休日徴収の強化、滞納整理強化月間の強化、休日等の納税
相談窓口の実施等）
　　　　・口座振替の推進
　　　　・差押等滞納処分の推進（インターネット公売、公売会、県と合同で徴収特別対策班編
成）
　　　　・納税に関する広報の強化など
　○使用料等について
　　　　夜間・休日徴収の実施、滞納者への督促状・催告書の発送、口座振替の推進、滞納相
談の推奨、法的処理の拡充など、個別案件に応じた回収を実施。
　○効果額　　７５，０００千円

■税等の収納率の向上
　平成２１年度までに、収納率（現年度分）を市税で９７．６パーセント、国民健康
保険税で９２．０パーセントに引き上げる。
　また、　未収金の多い使用料等について、個別に回収策の検討を行い、回収
強化に努める。

■固定資産税率の改定
　合併協議に基づき、平成２０年度から固定資産税の税率を１．４パーセントか
ら１．５パーセントに改定する。

■口座振替の推進
　平成２０年度までに、市税及び国民健康保険税の口座振替率を平成１７年度
より１０パーセント高める。
　※口座加入率（平成１７年度）
　　　市民税　　　　　　　１８．５％　　　　　固定資産税　　　　３３．２％
　　　軽自動車税　　　　１１．８％　　　　　国民健康保険税　３６．２％

（８）歳入確保

　【１８年度】
　　　　９７百万円
　【１９年度】
　　　１３７百万円
　【２０年度】
　　　５８１百万円
　【２１年度】
　１，２７４百万円



■ 八代市行財政集中改革プランの進捗状況

実績（進捗状況）項　　目 計画（概略）

■有料広告の掲載
　平成１８年度に広報紙、市ホームページに加え、新たな有料広告の掲載を検
討する。

　【平成１８年度】
　　使用料無料施設の有料化、使用料減免のあり方、講座受講料等の徴収、証明の有料化な
どに
　ついて検討を行うとともに、関係者への説明や周知なども実施。
　　・公民館講座の受講料の徴収
　
　【平成１９年度】
　　使用料無料施設の有料化、使用料減免のあり方、講座受講料等の徴収、証明の有料化な
どに
　ついて検討を行うとともに、関係者への説明や周知なども実施。
　　・主催講座の受講料の徴収
　　・自主クラブ等が使用する場合の施設使用料の徴収
　　　（以上、婦人の家、勤労青少年ホーム）
　
　【平成２０年度】
　　　農道占用料の見直し（電柱）、非農地証明に関する現況証明手数料の改定、西松江城老
人
　　憩いの家使用料の改定などを実施。
　

■保育料の改定
　合併協議の確認に基づき、平成１７年度の保育料に比べ、平成１８年度に平
均５パーセント、平成１９年度に平均７．５パーセント引き上げる。

■使用料・手数料の見直し
　　平成１８年度に、受益者負担及び市民間における公平の観点から、使用
料、手数料について見直す。また、減免規定についてそのあり方を検証する。

　【平成１８年度】
　　平成１７年度に比べ、平均５パーセント引き上げ実施。（効果額　　２０，０００千円）

　【平成１９年度】
　　平成１７年度に比べ、平均７．５パーセント引き上げ実施。（効果額　　１７，０００千円）

　○実施済みのもの
　　　・「広報やつしろ」、「市ホームページ」の広告　（広報広聴課）
　　　・広告付き窓口封筒の提供　（市民課）
　　　・くまがわ祭りのうちわへの広告　（商政観光課）

　【平成１９年度】
　○新たな広告媒体。
　　　・公立保育園で使用する「保育園のしおり」等への有料広告　　・歳入効果額　　６１千円
　　　・共通封筒（現物供給）
　○広告事業の推進にあたり、公平性や透明性を確保するために、「八代市広告掲載要領」及
び
　　「八代市広告掲載基準」を策定。

　【平成２０年度】
　○新たな広告媒体
　　　・水道料検針票　（無償提供）
　　　・窓あき封筒（下水道管理課使用分）

　【平成２１年度】
　○新たな広告媒体
　　　・窓口案内表示機に広告放映（市民課）



■ 八代市行財政集中改革プランの進捗状況

実績（進捗状況）項　　目 計画（概略）
■未利用財産の売り払い等 　【平成１９年度】

　　・区画整理保留地など　　４２，０００千円

　【平成２０年度】
　　・住宅用地など　　　　　　　１４，７８５千円

　【平成２１年度】
　　・普通財産関係など　　　７１６，５９８千円



■ 八代市行財政集中改革プランの進捗状況

実績（進捗状況）項　　目 計画（概略）
（９）地方公営企業
の経営改革
　
　【１８年度】
　　　　　２百万円
　【１９年度】
　　　　５１百万円
　【２０年度】
　　　　５２百万円
　【２１年度】
　　　　５２百万円

■水道事業
（ア）中期経営計画に基づく経営改革
　　中期経営計画に基づき、民間的経営手法の導入等により、収入の確保、経
費の節減等を図り、水道事業の経営安定を維持する。

■水道事業
（ア）中期経営計画に基づく経営改革
　【平成１８年度】純利益　３７，７１７千円　（平成１７年度純利益　３０，６２８千円）
　【平成１９年度】純利益　４１，３１１千円　（前年度比較　：　３，５９４千円増）
　【平成２０年度】純利益　６３，５５５千円　（前年度比較　：　２２，２４４千円増）
　【平成２1年度】純利益　７９，１３７千円　（前年度比較　：　１５，５８２千円増）

（イ）民間委託等の推進
　　使用開始受付、転居清算・廃止事務、検針・収納事務及び滞納整理事務の
包括委託の導入を検討する。

（イ）民間委託等の推進
　【平成１８年度】
　　包括委託に関して、先進事例の調査研究・検討。

　【平成１９年度】
　　水道使用の開栓・閉栓受付、量水器の取付け・撤去、検針データの確認、調定・収納
　　業務、滞納整理事務の包括委託検討のための情報収集を実施。

　【平成２０年度】
　　前年度に続き、包括委託検討のための情報収集を実施。

　【平成２１年度】
　　前年度に続き、包括委託検討のための情報収集を実施。

（ウ）収益増加、経費節減等
　・平成１９年度までに水道料金を見直すための検討を行う。
　・配水管未普及地区への配水管の敷設を積極的に推進する。
　・平成１８年度に日奈久浄水場管理業務を廃止する。
　・平成１８年度に検針票への有料広告の掲載を検討する。

（ウ）収益増加、経費節減等
　【平成１８年度】
　　・水道料金の見直し　　　　　黒字決算のために見直しの検討は行わなかった。
　　・普及率　　　５４．７３パーセント（前年度対比で０．４３ポイント増）
　　・給水戸数　　１２，９７４戸数（前年度対比で１９５　戸増）
　　・日奈久浄水場管理業務廃止に伴う削減額　　２，１１３千円
　　・有料広告の掲載　　庁内の広告事業に係る検討会に参加し検討。

　【平成１９年度】
　　・水道料金の見直し　　　　　黒字決算のために見直しの検討は行わなかった。
　　・普及率　　　５５．２６パーセント（前年度対比で０．５３ポイント増）
　　・給水戸数　　１３，１５９戸数（前年度対比で１８５　戸増）
　　・有料広告の掲載　　庁内の広告事業に係る検討会に参加し検討。
　　　　　　　　　　　　　　　平成２０年度から導入予定。
　【平成２０年度】
　　・水道料金の見直し　　　　　黒字決算のために見直しの検討は行わなかった。
　　・普及率　　　５５．５６パーセント（前年度対比で０．３ポイント増）
　　・給水戸数　　１３，３６５戸数（前年度対比で２０６　戸増）
　　・有料広告の掲載　　　検針票裏面に広告掲載（無償提供、２３８千円削減）
　
  【平成２１年度】
　　・水道料金の見直し　　　　　黒字決算のために見直しの検討は行わなかった。
　　・普及率　　　５６．２５パーセント（前年度対比で０．７ポイント増）
　　・給水戸数　　１３，６４０戸数（前年度対比で２７５　戸増）
　　・有料広告の掲載　　　検針票裏面に広告掲載（無償提供、２３８千円削減）



■ 八代市行財政集中改革プランの進捗状況

実績（進捗状況）項　　目 計画（概略）

（イ）民間委託等の推進
　　診療報酬請求、清掃等委託を行っている業務について定期的に見直すとともに、
現在直営で行っている業務についても委託が可能かどうかの検討を行う。

（イ）民間委託等の推進
　【平成１８年度】
　　○複数年度契約の導入（平成１９年度から実施）
　　　　　・複写機（５年契約）　　　・医療用シーツ（３年契約）

　【平成１９年度】
　　玄関マット、寝具等の賃借契約等の見直し。
　　業務委託について、経費削減のための効果的な契約の可能性について検討。

　【平成２０年度】
　　○複数年度契約の導入
　　　　・医療事務委託契約の見直し
　　　　・給食業務委託契約の見直し
　　　　・診察衣クリーニング契約内容の見直し
      　・その他業務委託について、経費削減のための効果的な契約の可能性について検討

　【平成２１年度】
　　給食業務委託契約の見直し
　　給食材料購入業務委託契約の見直し。
　　業務委託について、経費削減のための効果的な契約の可能性について検討。

■病院事業
（ア）中期経営計画に基づく経営改革
　　病院経営を取り巻く環境が厳しい中、公的医療機関としての責務を果たし、
地域医療サービスに貢献するために、速やかに中期経営計画を策定し、民間
的経営手法の導入等により健全経営を目指す。

■病院事業
（ア）中期経営計画に基づく経営改革
　【平成１８年度】
　　・　「八代市立病院事業中期経営計画」の策定
　　・業務の民間委託の見直し（検討）や療養環境の整備（病棟外壁工事等）。
　　・医師不足に伴う医師の確保（現在４名）
　　　　医師紹介委託契約、インターネット求人契約の締結、九州内のすべての大学
　　　　医学部へ医師求人案内の送付など
　　・純利益　　１３２万円

　【平成１９年度】
　　・管理棟屋上防水工事等による執務環境等の向上
　　・医療機器の整備（ＦＣＲデジタルⅩ線画像診断システム装置等）
　　・医師不足に伴う医師の確保（現在４名）
　　　　医師紹介委託契約、インターネット求人契約の締結、九州内のすべての大学
　　　　医学部へ医師求人案内の送付など
　　・利率の高い企業債の借り換えによる償還を行い、後年度の償還額の圧縮に努めた。
　　・純損失　　５７，３００千円

　【平成２０年度】
　　・本館西側外壁改修工事、エレベーター改修工事等による執務環境等の向上
　　・医療機器の整備（多機能小型自動分析装置等）
　　・医師不足に伴う医師の確保（現在４名）
　　　　医師紹介委託契約、インターネット求人による非常勤医師の確保、
　　　　熊大医学部医局、教授に対する直接勧誘等
　　・八代市立病院改革プランの策定
　　・病院会計システムの導入
　　・順損失　　４０，３９６千円

　【平成２１年度】
　　・医療機器の整備（ＣＴ装置等）
　　・医師不足に伴う医師の確保（現在４名）
　　　　医師紹介委託契約、インターネットによる常勤・非常勤医師の求人
　　　　熊大医学部医局、教授に対する直接勧誘等
　　・委託業務の見直し（給食業務、給食材料購入業務）
　　・純利益　　９２６千円



■ 八代市行財政集中改革プランの進捗状況

実績（進捗状況）項　　目 計画（概略）

（イ）民間委託等の推進
　　診療報酬請求、清掃等委託を行っている業務について定期的に見直すとともに、
現在直営で行っている業務についても委託が可能かどうかの検討を行う。

（イ）民間委託等の推進
　【平成１８年度】
　　○複数年度契約の導入（平成１９年度から実施）
　　　　　・複写機（５年契約）　　　・医療用シーツ（３年契約）

　【平成１９年度】
　　玄関マット、寝具等の賃借契約等の見直し。
　　業務委託について、経費削減のための効果的な契約の可能性について検討。

　【平成２０年度】
　　○複数年度契約の導入
　　　　・医療事務委託契約の見直し
　　　　・給食業務委託契約の見直し
　　　　・診察衣クリーニング契約内容の見直し
      　・その他業務委託について、経費削減のための効果的な契約の可能性について検討

　【平成２１年度】
　　給食業務委託契約の見直し
　　給食材料購入業務委託契約の見直し。
　　業務委託について、経費削減のための効果的な契約の可能性について検討。

（ウ）収益増加、経費節減等
　・「市立病院協力医システム」の活用により病診連携を深めて患者数の増加を図る。
　・診療報酬の加算の取得に努める。
　・使用料や手数料等の料金の見直しや遊休資産の有効活用を検討する。
　・未収金の徴収対策を強化し、その回収に努める。
　・薬品の仕入価格交渉の強化、電力使用契約種別の見直し等、経費の節減を図る。

（ウ）収益増加、経費節減等
　【平成１８年度】
　　・入院患者数　　　１９，３３０名（前年度比８５６名減）
　　・外来患者数　　　１４，４８１名（前年度比２５名増）
　　・新たに取得した診療報酬加算　　　栄養管理実施加算
　　・遊休資産の有効活用　　　　関係課と協議
　　・未収金の回収　　　戸別訪問や督促状の発送等
　　・経費の節減　　　　電話契約の変更、電子ファイルを使用した印刷見積もりなど

　【平成１９年度】
　　・入院患者数　　　１９，５４４名（前年度比２１４名増）
　　・外来患者数　　　１３，３９０名（前年度比１，０９１名減）
　　・遊休資産の有効活用　　　　関係課と協議
　　・未収金の回収　　　戸別訪問や督促状の発送等
　　・経費の節減　　　　ボイラー配管の漏水箇所の修理による水道料と重油代の節減、
　　　　　　　　　　　　　　電話契約の相手先変更など
　【平成２０年度】
　　・入院患者数　　　１８，５２６名（前年度比１，０１８名減）
　　・外来患者数　　　１３，２０３名（前年度比１８７名減）
　　・遊休資産の有効活用　　　　関係課と協議
　　・未収金の回収　　　戸別訪問や督促状の発送等
　　・経費の節減　　　　市水道の給水管漏水工事による水道料金の節減、
　　　　　　　　　　　　　　委託契約の入札、給食材料購入の委託契約への変更など
　【平成２１年度】
　　・入院患者数　　　１９，０３３名（前年度比５０７名増）
　　・外来患者数　　　１２，１７９名（前年度比１，０２４名減）
　　・遊休資産の有効活用　　　　関係課と協議
　　・未収金の回収　　戸別訪問や督促状の発送等
　　・経費の節減　　　 委託業務の見直し（給食業務、給食材料購入業務）、材料管理システム
による材料費の見直しなど



■ 八代市行財政集中改革プランの進捗状況

実績（進捗状況）項　　目 計画（概略）
■公共下水道事業
（ア）中期経営計画に基づく経営改革
　　中期経営計画に基づき、民間的経営手法の導入等により、収入の確保、経
費の節減等を図り、公共下水道事業の経営安定を図る。

■公共下水道事業
（ア）中期経営計画に基づく経営改革
　【平成１８年度】
　　○収入の確保
　　　・下水道使用料の見直し
　　　・水洗化（未接続世帯等の公共下水道への接続）促進の強化
　　　・下水道使用料の収納率向上など
　　○経費の節減
　　　・計画的な点検整備等による維持管理費の抑制
　　　・民間委託（下水道施設の運転管理・点検・清掃、使用料の徴収、未接続世帯等への
　　　　普及促進
　　　・建設事業費の節減（推進工事から開削工事への一部変更、他工事との同時施工）など
　　○下水道使用料収納率（現年度分）　９７．２％（前年度比０．４ポイント増）

　【平成１９年度】
　　○収入の確保
　　　・下水道使用料の改定
　　　・水洗化（未接続世帯等の公共下水道への接続）促進の強化
　　　・下水道使用料の収納率向上など
　　○経費の節減
　　　・計画的な点検整備等による維持管理費の抑制
　　　・民間委託（下水道施設の運転管理・点検・清掃、使用料の徴収、未接続世帯等への
　　　　普及促進
　　　・建設事業費の節減（推進工事から開削工事への一部変更、他工事との同時施工）など
　　○下水道使用料収納率（現年度分）　９７．０％（前年度比０．２ポイント減）

  【平成２０年度】
　　○収入の確保
　　　・水洗化（未接続世帯等の公共下水道への接続）促進の強化
　　　・下水道使用料の収納率向上など
　　○経費の節減
　　　・計画的な点検整備等による維持管理費の抑制
　　　・民間委託（下水道施設の運転管理・点検・清掃、使用料の徴収、未接続世帯等への
　　　　普及促進
　　　・建設事業費の節減（推進工事から開削工事への一部変更、他工事との同時施工）など
　　○下水道使用料収納率（現年度分）　９６．３％（前年度比０．７ポイント減）

　【平成２１年度】
　　○収入の確保
　　　・水洗化（未接続世帯等の公共下水道への接続）促進の強化
　　　・下水道使用料の収納率向上など
　　○経費の節減
　　　・計画的な点検整備等による維持管理費の抑制
　　　・民間委託（下水道施設の運転管理・点検・清掃、使用料の徴収、未接続世帯等への
　　　　普及促進
　　　・建設事業費の節減（推進工事から開削工事への一部変更、他工事との同時施工）など
　　○下水道使用料収納率（現年度分）　９６．６％（前年度比０．３ポイント増）



■ 八代市行財政集中改革プランの進捗状況

実績（進捗状況）項　　目 計画（概略）

（ウ）収益増加、経費節減等
　・平成１８年度に下水道使用料を見直すための検討を行う。
　・水洗化を促進して、収入を増やす。
　・催告書発送回数の増、夜間徴収の実施及び口座振替の推進など滞納整理
の強化を実施する。
　・工事の同時施工など水道事業との連携を推進する。

（ウ）収益増加、経費節減等
　【平成１８年度】
　　・下水道使用料の見直し（統一）　　　平成１９年４月１日から新料金にて実施
　　・公共下水道への未接続世帯・事業所への戸別訪問　　延べ件数約２，９００戸
　　・平成１８年度末の水洗化率　　　６９．４％
　　・下水道使用料の収納率向上（滞納整理の強化）
　　　　夜間徴収の実施
　　　　口座振替の推進（口座振替率７７．４％）
　　　　催告書の一斉催促発送
　　　　滞納者個別の随時催促発送など
　　・１３件（延長２，５６０ｍ）において水道事業工事との同時施工。

　【平成１９年度】
　　・下水道使用料の見直し（統一）　　　平成１９年４月１日から新料金にて実施
　　　　　改定に伴う使用料歳入効果額　　４９，０００千円
　　・公共下水道への未接続世帯・事業所への戸別訪問　　延べ件数約３，０００戸
　　・平成１９年度末の水洗化率　　　７０．０％
　　・下水道使用料の収納率向上（滞納整理の強化）
　　　　夜間徴収の実施
　　　　口座振替の推進（口座振替率７８．３％）
　　　　催告書の一斉催促発送
　　　　滞納者個別の随時催促発送など
　　・２３件（延長５，９１７ｍ）において水道事業工事との同時施工。

　【平成２０年度】
  　・下水道使用料の見直し（統一）　　　平成１９年４月１日から新料金にて実施
　　　　　改定に伴う使用料歳入効果額　　５０，０００千円
  　・公共下水道への未接続世帯・事業所への戸別訪問　　延べ件数約３，３３３戸
　　・平成２０年度末の水洗化率　　　７３．１％
　　・下水道使用料の収納率向上（滞納整理の強化）
　　　　夜間徴収の実施
　　　　口座振替の推進（口座振替率７８．３％）
　　　　催告書の一斉催促発送
　　　　滞納者個別の随時催促発送など
　　・４０件（延長９，６１０ｍ）において水道事業工事との同時施工。
　　・有料広告の導入　　　窓あき封筒に掲載（１０５千円歳入見込）

　【平成２１年度】
  　・下水道使用料の見直し（統一）　　　平成１９年４月１日から新料金にて実施
　　　　　改定に伴う使用料歳入効果額　　５０，０００千円
  　・公共下水道への未接続世帯・事業所への戸別訪問　　延べ件数約３，５０２戸
　　・平成２１年度末の水洗化率　　　７３．９％
　　・下水道使用料の収納率向上（滞納整理の強化）
　　　　夜間徴収の実施
　　　　口座振替の推進（口座振替率７９．２％）
　　　　催告書の一斉催促発送
　　　　滞納者個別の随時催促発送など
　  ・２９件（延長８，０４９．５ｍ）において水道事業工事との同時施工。

（イ）民間委託等の推進
　　経費の削減はもとより、悪質困難滞納事案に対する滞納整理の強化と処理
区域拡大に伴う事務量増加に人員を増やすことなく対応するため、下水道メー
ター検針業務など民間委託を推進する。

（イ）民間委託等の推進
　　○実施中のもの
　　　・下水道施設の運転管理・点検・清掃
　　　・下水道使用料の徴収
　　　・未接続世帯への普及促進など
　【平成１９年度】
　　　・下水道メーター検針業務



■ 八代市行財政集中改革プランの進捗状況

実績（進捗状況）項　　目 計画（概略）

（ウ）収益増加、経費節減等
　・平成１８年度に下水道使用料を見直すための検討を行う。
　・水洗化を促進して、収入を増やす。
　・催告書発送回数の増、夜間徴収の実施及び口座振替の推進など滞納整理
の強化を実施する。
　・工事の同時施工など水道事業との連携を推進する。

（ウ）収益増加、経費節減等
　【平成１８年度】
　　・下水道使用料の見直し（統一）　　　平成１９年４月１日から新料金にて実施
　　・公共下水道への未接続世帯・事業所への戸別訪問　　延べ件数約２，９００戸
　　・平成１８年度末の水洗化率　　　６９．４％
　　・下水道使用料の収納率向上（滞納整理の強化）
　　　　夜間徴収の実施
　　　　口座振替の推進（口座振替率７７．４％）
　　　　催告書の一斉催促発送
　　　　滞納者個別の随時催促発送など
　　・１３件（延長２，５６０ｍ）において水道事業工事との同時施工。

　【平成１９年度】
　　・下水道使用料の見直し（統一）　　　平成１９年４月１日から新料金にて実施
　　　　　改定に伴う使用料歳入効果額　　４９，０００千円
　　・公共下水道への未接続世帯・事業所への戸別訪問　　延べ件数約３，０００戸
　　・平成１９年度末の水洗化率　　　７０．０％
　　・下水道使用料の収納率向上（滞納整理の強化）
　　　　夜間徴収の実施
　　　　口座振替の推進（口座振替率７８．３％）
　　　　催告書の一斉催促発送
　　　　滞納者個別の随時催促発送など
　　・２３件（延長５，９１７ｍ）において水道事業工事との同時施工。

　【平成２０年度】
  　・下水道使用料の見直し（統一）　　　平成１９年４月１日から新料金にて実施
　　　　　改定に伴う使用料歳入効果額　　５０，０００千円
  　・公共下水道への未接続世帯・事業所への戸別訪問　　延べ件数約３，３３３戸
　　・平成２０年度末の水洗化率　　　７３．１％
　　・下水道使用料の収納率向上（滞納整理の強化）
　　　　夜間徴収の実施
　　　　口座振替の推進（口座振替率７８．３％）
　　　　催告書の一斉催促発送
　　　　滞納者個別の随時催促発送など
　　・４０件（延長９，６１０ｍ）において水道事業工事との同時施工。
　　・有料広告の導入　　　窓あき封筒に掲載（１０５千円歳入見込）

　【平成２１年度】
  　・下水道使用料の見直し（統一）　　　平成１９年４月１日から新料金にて実施
　　　　　改定に伴う使用料歳入効果額　　５０，０００千円
  　・公共下水道への未接続世帯・事業所への戸別訪問　　延べ件数約３，５０２戸
　　・平成２１年度末の水洗化率　　　７３．９％
　　・下水道使用料の収納率向上（滞納整理の強化）
　　　　夜間徴収の実施
　　　　口座振替の推進（口座振替率７９．２％）
　　　　催告書の一斉催促発送
　　　　滞納者個別の随時催促発送など
　  ・２９件（延長８，０４９．５ｍ）において水道事業工事との同時施工。



■ 八代市行財政集中改革プランの進捗状況

実績（進捗状況）項　　目 計画（概略）
（１０）その他 　【平成１８年度】

　　・長期継続契約制度導入に関連する条例、要領の制定
　　・市民課等窓口業務の時間延長（毎週木曜日）

　【平成１９年度】
　　・「住民自治によるまちづくり」基本指針の策定
　　・ハッピーマンデー（祝日に振り返られた月曜日）の可燃物の収集（委託）
　　・制限付き一般競争入札の試行実施
　　・こどもプラザ事業
　　・重度心身障害者医療費助成申請の簡素化
　　・乳幼児医療費助成申請の簡素化
　　・ひとり親家庭等医療費助成申請の簡素化
　　・八代市地域情報化計画の策定
　
　【平成２０年度】
　　・「公の施設の管理のあり方に関する基本指針」の策定
　　・図書館（本館・分館）統合システムの導入
　
　【平成２１年度】
　　・市HPのリニューアル
　　・日奈久温泉旅館組合の事務移管
　　・コピー機、プリンター機器等の一部のリース契約の一元化


