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Ⅰ はじめに 

１ 実施計画の位置付け 

   当市は、今までの行政改革の経過や検証結果を踏まえ、今後予想される課題の解決に向け一層の

行政改革を推進するため、平成 23年３月に「第２次糸魚川市行政改革大綱」を策定しました。 

この計画は、第２次行政改革大綱で示した方針と推進項目に基づき、行政改革の取組を具体化す

る目標や推進方針などを定めたものです。 

 

２ 計画期間 

   計画期間は、平成 24年度から 26年度までの３か年とし、PDCAサイクルにより毎年度で見直し

ます。 

 

※PDCAサイクルとは 

  Plan（計画）・Do（実施）・Check（検証）・Action（改善）の頭文字を取ったもので、計画から改善までを

一環して行い、更にそれを次の計画へ活かす継続的な活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の実施方針 

⑴ 庁内の取組 

市長を本部長とした「行政改革推進本部」を中心に、すべての職員が「行政需要の増大」「一

般財源の減少見込み」「実質公債費比率の見通し」などの厳しい財政状況（平成 27年問題）を十

分認識し、一丸となって行政改革を推進します。 

また、各部・局ごとに「集中推進会議」を置き、ここで大きな課題や懸案事項を集中的、重点

的に検討し、改革の速度をあげ、より効果・成果の高い取組を推進します。 

担当部署は、主体的に計画の実現と課題の調査、検討、克服に取り組みます。 

 

⑵ 市民の協力 

実施計画の推進にあたっては、市民への説明に努め理解と協力を得て、着実に取組を推進します。 

⑶ 市議会との連携 

実施状況等を市議会に定期的に報告し、ともに連携しながら行政改革の推進に努めます。 

 

第２次糸魚川市行政改革実施計画（H24～26） 

Plan（計画） 
●毎年度３か年の計画
を策定します。 

Do（実施） 
●計画に沿って実施しま
す。 

Action（改善） 
●検証結果により改善し
計画を見直します。 

 
Check（検証） 

●実施状況を検証しま
す。 

 

継続的改善 

資料№２ 
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４ 取組の体制 

下図の体制を基本として、行政改革の取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

糸魚川市行政改革 

推進委員会 

糸魚川市行政改革推進本部 

本部長：市長 

本部員：全部課長 

市 議 会 

  部・局による推進       課題ごとの検討 
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H25 H26

推進事項 推進方針 今後の計画 P【計画】 D【実施】 C【検証】 A【改善】 P【計画】 P【計画】 P【計画】

1-1
事務事業
評価の実
施

【目標】事務事業評価結果の実
施計画や予算への反映
①評価結果の実施計画や予算へ
の反映に向けて、評価方法及び
成果指標等の見直しを行い、よ
りよい制度を目指します。

・指標設定の見直しと対象事業
の拡大に取り組みます。
・市民に分かりやすい指標の設
定に取り組みます。
・評価による検証及び点検の結
果を次年度の実施計画や予算編
成に反映させる仕組みづくりに
取り組みます。

・事後評価（ｿﾌﾄ事業）
　1次評価、２次評価
　3次評価(1/3事業)
・事前評価（予算科目
の 小事業を単位と
し、総事業費5,000万
円以上のﾊｰﾄﾞ事業）

・事後評価
　1次・2次評価219件
　3次評価 72件実施
　3次評価結果は、
　・現状維持　　37件
　・拡大、拡充　 6件
　・業務改善　　25件
　・統合、縮小　 2件
　・休止、廃止　 2件
実施計画ヒアリングに
おいて、第３次評価結
果の改善事項の方向性
やスケジュール等を確
認し、次年度計画に反
映させている。
・事前評価
　3次評価　11件実施
　　現状維持　4件
　　業務改善　7件

・職員の中での負担
感、やらされ感が非常
に高い。
・事業目的に合致した
成果指標の取り方や改
善策等が不十分であ
る。

・財務会計システムの
変更に合わせ、実施計
画及び行政評価システ
ムを導入し、予算編成
に反映させる仕組みづ
くりを検討する。
・実施要領の改善と職
員の意識向上に向けた
研修を行う。
・目標指標、成果指標
の設定の徹底を図る。

・事後評価（ｿﾌﾄ事
業）
　1次評価、２次評価
　3次評価(1/3事業)
・事前評価（予算科目
の小事業を単位とし、
総事業費5,000万円以
上のﾊｰﾄﾞ事業）

・行政評価システムの
導入（財務会計との連
動）
・事後評価（ｿﾌﾄ事
業）
　1次評価、２次評価
　3次評価(1/3事業)
・事前評価（予算科目
の 小事業を単位と
し、総事業費5,000万
円以上のﾊｰﾄﾞ事業）

・事後評価（ｿﾌﾄ事
業）
　1次評価、２次評価
　3次評価(1/3事業)
・事前評価（予算科目
の 小事業を単位と
し、総事業費5,000万
円以上のﾊｰﾄﾞ事業）

1-2

事務事業
の適正な
民間委託
の推進

【目標】事務事業の点検と適正
な民間委託による経費の削減
①事務事業を点検し、委託の効
果を精査しながら適正な民間委
託を推進します。
②他の自治体で既に委託してい
る事務事業、民間が事業化して
いる事務事業、委託したほうが
効率的な事務事業などで、委託
したほうが優れていると判断で
きる場合は民間委託を推進しま
す。

・継続して委託する事務事業
は、契約時に委託の内容が必要
以上となっていないか再度精査
し、委託金額の削減に努めま
す。
・他の自治体で民間に委託して
成果をあげている事務事業、直
営と民間委託が混合している事
務事業などを中心に、庁内で検
討委員会を設置するなどして調
査・検討を進め、有効・適性と
判断できる事務事業から順次民
間委託等を推進します。
・新たな事務事業を民間委託す
る場合は、受益者などの理解や
リスク管理を行いながら進めま
す。

・事務事業の点検と適
正な委託の推進

・他自治体等の事例に
ついて専門業者から聴
取した。

・検討委員会の設置等
庁内協議まで至らず、
具体的な検討が進まな
かった。

・来年度以降の実施検
討に向け、庁内での協
議を進める。

・事務事業の点検と適
正な委託の推進
・庁内検討委員会を設
置し、委託対象事業に
ついて具体的に検討す
る。

・事務事業の点検と適
正な委託の推進
・委託対象事業の検討
と決定

・事務事業の点検と適
正な委託の推進
・委託対象事業の検討
と決定

1-3
庁舎維持
管理経費
の削減

【目標】維持管理委託費　平成
22年度比　６％以上削減
①庁舎管理経費（業務委託）に
ついて、毎年見直しを行い削減
に努めます。
②施設・設備の計画的な修繕を
行い、庁舎の安定稼働と経費の
平準化（長期的、相対的な経費
節減）を図ります。

・毎年、委託内容の見直し等を
行い、経費削減を行います。
・計画的な修繕を行い、安定稼
働と経費節減に努めます。

・Ｈ22年度比
（41,713千円）
　１％削減（417千
円）

・H23　41,437千円
　削減額　276千円

・能生事務所は移転な
どがあり委託費の削減
がなされた。
・青海事務所は５年経
過し、点検委託が増え
た。
・本庁舎は通常部分で
の削減はされたが、庁
舎前の桜危険木による
支出があったため、微
増となった。

・次年度以降の委託費
についても見直しを行
い削減に努める。
・計画的な修繕による
経費節減

・Ｈ22年度比
（41,713千円）
２％削減（834千円）

・Ｈ22年度比
（41,713千円）
３％削減（1,251千
円）

・Ｈ22年度比
（41,713千円）
４％削減（1,669千
円）

H24年度

Ⅱ　推進項目
１　効率と成果を重視した事務・事業の推進
　　限られた財源のなかで、継続的に安定した質の高い行政サービスを提供するため「効率と成果を重視した事務・事業の推進」を進めます。
　① 事務・事業の点検と改善
　　・PDCAサイクルにより、成果と効率を重視した事務・事業の点検、整理と統合、廃止、改善を図ります。
　　・行政サービスの維持向上を確保しつつ、事務事業の民間委託等を推進します。
　　・事業実施にあたっては、リスク管理を行いながらより円滑に事業を推進します。
　② 補助金、負担金等の適正化と整理、再編
　　・補助金等については、公益性、行政負担のあり方、事業成果などの観点から精査し、適正化と再編を行います。

NO
実　施　計　画 H23年度（実績）
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H25 H26

推進事項 推進方針 今後の計画 P【計画】 D【実施】 C【検証】 A【改善】 P【計画】 P【計画】 P【計画】

H24年度
NO

実　施　計　画 H23年度（実績）

1-4
経費削減
と資源保
護

【目標】光熱水費等　平成22年
度比　６％以上削減
①「糸魚川市の施設における経
費節減・資源保護に関する行動
指針」に基づき、職員一人ひと
りの節減意識を高めるととも
に、効率的で効果的な維持管理
に努めます。

・毎年度末には実績を踏まえた
行動指針の見直しを行い、さら
なる取り組みを行います。
・効率的な機器への更新など、
経費節減に向けた調査・検討を
行います。
・目標の設定、実施成果の公表
を行いながら、職員の継続的な
意識啓発を図ります。

・Ｈ22年度比
（111,871千円）
　3％（3,556千円）以
上削減

・震災に伴う電力不足
に対応し、ﾋﾟｰｸｶｯﾄ
15％を実施。

・夏場の電気料が削減
された。
H23　　103,397千円
削減額 　8,474千円

・冬場の電力不足に対
応した削減の実施。
・電気料以外の経費の
削減。

・Ｈ22年度比
4％（4,475千円）以上
削減
・本庁舎照明器具の
LED化

・Ｈ22年度比
5％（5,594千円）以上
削減

・Ｈ22年度比
6％（6,712千円）以上
削減

1-5

職員提案
による行
政事務の
改善

【目標】職員提案の採用件数
毎年度30件以上
①「糸魚川市職員提案規程」に
より、行政事務の改善に広く職
員の提案を活用します。
②職員提案を通じて、職員の積
極的な行政改革参画意識と事務
改善意欲の高揚を図ります。

・職員の積極的な行政改革参画
意識と事務改善意欲の高揚を図
り、一定期間を設け、行政改
革・事務改善に関する提案を求
めます。
・提出のあった提案について
は、関係部署及び審査会におい
て検討し、有効な提案は直ちに
実施していきます。

・職員提案の募集
採用件数30件以上

・節電についての職員
提案
提案42件　採用26件
・一般の職員提案
提案41件　採用30件
・職場実践活動47件
・発表報告会の実施

・職員提案等の増加、
発表報告会の実施など
の成果があった。

・職員提案と職場実践
を合わせた全庁的改革
改善運動として見直し
（拡充）を行った。

・職員提案
採用件数30件以上
・職場実践活動

・職員提案
採用件数30件以上
・職場実践活動

・職員提案
採用件数30件以上
・職場実践活動

1-6
合併未調
整項目の
調整

【目標】早期に全ての調整を終
了
①未調整項目の早期調整につい
て、問題点や課題の早期調整を
行います。
②調整済の項目について、常に
精査し必要に応じて見直しを行
うよう努めます。

・定期的な進捗状況調査を行
い、着実・円滑な推進を図りま
す。

・未調整項目の整理と
調整

・残された未調整項目
４項目について、内部
監査で状況を確認して
きた。

・商工会議所・商工会
への支援（１項目）
は、補助基準について
の合意に向け調整して
いる。
・上水道・簡易水道の
加入金及び使用料金
（３項目）は、水道広
域化に合わせた検討が
必要である。

・新市建設計画期間内
において調整する。

・未調整項目の整理と
調整

・未調整項目の整理と
調整

・未調整項目の整理と
調整

1-7

県からの
事務・権
限移譲の
取組

【目標】毎年度５件以上の事
務・権限移譲
①市民の利便性の向上に結びつ
く事務・権限移譲は、財源措置
や人的措置を勘案して積極的に
取り組みます。

・県のおすすめメニューの事
務・権限について、可能な限り
移譲に向け取り組みます。
・事務・権限移譲の状況につい
て、手続き等が円滑に進むよう
広報等により市民周知を行いま
す。

・事務・権限移譲件数
５件
・広報で特集

・平成24年度当初事
務・権限移譲に向け取
組を推進した。（任意
移譲1件・法定移譲22
件）

・地域分権改革の一環
として第2次一括法が
制定され、今後法定移
譲が進められることか
ら、地方分権の推進に
向け積極的に対応する
必要がある。

・円滑な移譲に向け、
県との協議を進める。
・必要な条例改正

・事務・権限移譲件数
５件
・広報で特集

・事務・権限移譲件数
５件
・広報で特集

・事務・権限移譲件数
５件
・広報で特集

1-8
効率的な
投開票事
務の推進

【目標】投票所の適正配置、開
票時間の短縮（短縮時間30
分）、開票事務従事者の削減
（削減人数30人）
①選挙データを参考に、期日前
投票所及び各投票所の繰上投票
を検討します。
②統廃合を含め、投票所の見直
しを行います。
③選挙に来られた方が投票しや
すくなるよう投票事務に努めま
す。
④迅速かつ正確な開票事務を行
います。

・過去の選挙データを分析し、
投票所の適正配置や投票時間の
見直しを行います。
・分類機導入に伴う成果を検証
し、開票事務従事者の削減に努
めます。

・開票事務の効率化
・投票時間の繰上げの
検討

・分類機の増強につい
て検討した。

・1台あたりのコスト
が高いため、補助金等
が必要である。

・選挙委託金を活用
し、H24の予算におい
て増強する。

・分類機の導入
・開票事務従事者数の
検討

・開票事務従事者の削
減
・投票時間繰上げの検
討

・開票事務従事者の削
減
・投票時間繰上げの検
討
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H25 H26

推進事項 推進方針 今後の計画 P【計画】 D【実施】 C【検証】 A【改善】 P【計画】 P【計画】 P【計画】

H24年度
NO

実　施　計　画 H23年度（実績）

1-9
公共ネッ
トワーク
の利活用

【目標】全ての市民の利活用
①公共施設を光ケーブルで接続
したネットワークを活用し、行
政サービスの高度化を推進し、
すべての市民がブロードバンド
を活用した行政サービスを享受
できるようにします。
②行政サービスの高度化に向け
て、市民に分かりやすい行政情
報の提供や電子申請等の利便性
の高い行政サービス提供、公民
館を活用した地域コミュニティ
活動の支援、学校での授業活用
等のシステムを構築します。

・費用対効果を見据えて、短
期、中期、長期に分けて、利便
性や各業務の対応を考慮しま
す。行政サービス提供システム
の構築を推進します。

・電子入札
・議会中継

・電子入札については
４月から実施してい
る。
・議会中継については
９月議会から本格生中
継を実施している。

・今後の利用状況・ご
意見等により検証す
る。

・引き続き他の分野の
サービスについても検
討していく。

・IT講習会（オンライ
ン）
・窓口サービスの充実

・IT講習会（オンライ
ン）
・窓口サービスの充実

・IT講習会（オンライ
ン）
・窓口サービスの充実

1-10

インター
ネット等
による利
便性の向
上

【目標】ホームページアクセス
件数　毎年度3,700,000件以上
① 行政サービスの向上、交流
人口等の拡大支援を図るため、
ホームページ等を活用して充実
した行政サービスの提供を検討
します。
② インターネット等を利用し
た各種行政手続の利便性向上や
イベントや行事等を動画で分か
りやすい情報を提供します。

・外国語で提供できるホーム
ページコンテンツを増加させま
す。
・より送信者・受信者にとって
便利なメール配信システムの導
入を検討します。
・動画コンテンツの充実を図り
ます。
・安全安心メールの登録者数を
増やします。
・Twitter等の導入によりHPア
クセスを増加させます。

・ホームページアクセ
ス件数2,260,000件

・ホームページアクセ
ス件数3,237,889件
・施設予約システム…
内部調整中
・外国語…ジオパーク
HPが対応
・動画…文化関係DVD2
件(相馬御風、バタバ
タ茶)アップ、わかめ
体操アップ

・HPコンテンツを閲覧
してもらう仕掛けが必
要

・Twitterの利用を検
討。この導入によりHP
へ誘導できることが期
待される。
　10月7日からTwitter
の試験運用開始。

ホームページアクセス
件数3,400,000件
・動画コンテンツ等の
充実
・Twitterの本格運用
を開始する。

・ホームページアクセ
ス件数3,500,000件
・動画コンテンツ等の
充実

・ホームページアクセ
ス件数3,600,000件
・動画コンテンツ等の
充実

1-11

情報の電
子化によ
る事務処
理の効率
化

【目標】事務処理の効率化と経
費削減
①電算システムの適正な導入に
より行政事務の効率化を推進し
ます。
②クラウドコンピューティング
(※１)化へ向けた検討を行いま
す。
（※1）クラウドコンピュー
ティング：ソフトウェアやデー
タなどを、インターネットなど
のネットワークを通じてサービ
スの形で必要に応じて利用する
方式。自治体全体でシステムを
共同利用する形態。

・費用対効果を十分に検討し、
電算システムの適正な導入によ
り行政事務の効率化を推進しま
す。
・新潟県市町村でクラウドコン
ピューティング化へ向けた取り
組みを検討します。

・電算システムのクラ
ウド化へ向けた検討
・財務会計システム再
構築

・クラウド化へ向けた
検討については、県内
住民情報系システム共
同化検討会で協議継続
・財務会計システムに
ついては、H24.4.1新
システム稼働予定

・共同化検討会へ参加
する中で、当市の運用
が共同利用システムに
合致するのかの見極め
が必要

・財務会計システム再
構築にあたっては、運
用の改善による事務効
率化を図る。

・電算システムのクラ
ウド化へ向けた検討

・電算システムのクラ
ウド化へ向けた検討

・電算システムのクラ
ウド化へ向けた検討
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H25 H26

推進事項 推進方針 今後の計画 P【計画】 D【実施】 C【検証】 A【改善】 P【計画】 P【計画】 P【計画】

H24年度
NO

実　施　計　画 H23年度（実績）

1-12

行政窓口
サービス
の利便性
の向上

【目標】親切で丁寧な窓口対応
①異動の時期の窓口受付と交
付、時間外・休日の窓口受付と
交付の拡充を進めます。
②窓口利用者や来庁者に対し
て、わかりやすく、親切で丁寧
な対応を励行します。

・利用者数の推移を見るなか
で、時間外・休日の受付と交付
の拡充について検討します。
・異動の多い３月下旬から４月
初旬の休日における住所変更等
の窓口受付を行い市民への周知
を図ります。
・わかりやすい案内表示を充実
させます。
・ 時間外・休日や電話予約に
よる住民票等の交付を行い、市
民への周知を図ります。
・旅券の申請受付及び交付を行
い、市民への周知を図ります。
・地区公民館で、住民票等の交
付を行います。（青海地域、能
生地域への拡充も図ります。）

・市民図書館　455件
・電話予約　　 16件
・休日窓口　  200件
・旅券交付  　720件
・地区公民館　480件

H23.4～12月の取扱件
数
・市民図書館　 475件
・電話予約      33件
・旅券申請     714件
・地区公民館　 552件
休日窓口の取扱件数
・H23.3.19～4.3（7日
間)        　 153件
窓口サービス満足度ア
ンケートの実施（1回
目）
・期　間
　H23.8.22～9.2
　　　　　（10日間）
・回収数　150件
同アンケート（２回
目）実施予定
・期　間
　H24.1.23～2.3
          （10日間）
・回収数　160件

・H23年度の取扱件数
（休日窓口除く）の、
昨年との比較では、市
民図書館は約97%、電
話予約は、昨年度とほ
ぼ同数値、地区公民館
は約113％であるが、
旅券申請は、約92％と
なっている。
・休日窓口取扱件数
は、昨年の約80％と
なっている。
・市民への周知が必
要。
・１回目のアンケート
調査の結果、「とても
良い」「良い」という
プラスの評価が82.7％
という結果となった。
2回目のアンケート調
査についても「とても
良い」「良い」の評価
が82.3%という結果と
なった。

・時間外、休日窓口の
拡充の検討を引き続き
行う。
・時間外、休日窓口等
の実施ついて、市民へ
の周知の充実を図る。
・アンケート調査結果
を検証し、サービス向
上に向けた取り組みを
行う。

・市民図書館での交付
　　　　　　　470件
・電話予約での交付
               25件
・休日窓口受付等
              200件
・旅券交付
              700件
・地区公民館での交付
　　　　　　　490件

・市民図書館での交付
　　　　　　　480件
・電話予約での交付
               30件
・休日窓口受付等
              210件
・旅券交付
              710件
・地区公民館での交付
　　　　　　　500件

・市民図書館での交付
　　　　　　　490件
・電話予約での交付
　             35件
・休日窓口受付等
              220件
・旅券交付
              720件
・地区公民館での交付
　　　　　　　600件
　（青海地域、能生地
域の地区公民館含む）

1-13

補助金・
負担金等
の適正化
と整理・
再編

【目標】補助金の適正化
①補助事業の事業目的と行政効
果をより重視し、補助金による
事業成果や交付先団体の活動内
容、決算状況等を考慮しながら
補助金の適正化に努めます。
②行政が支援する必要性が希薄
となっている事業、本来民間の
みで行うことが妥当な事業など
に対する補助金については、民
間の自立した活動を促すととも
に、補助金の整理・再編や補助
期間の終期設定などを行いま
す。
③負担金についても行政の目的
効果と照らし、適正化に努めま
す。

・補助金・負担金見直し方針に
基づき見直しを継続し、補助金
の整理、再編、縮減、補助期間
の終期設定、廃止を推進しま
す。
・全市的な統一を図ります。
・補助事業の関係団体や市民に
見直しへの理解と協力を求めま
す。

・補助金・負担金見直
し方針の設定
・補助金等の整理・再
編・全市的統一化

・予算編成に向けての
基本方針を定めた。

・予算編成過程で検証
する。

・予算編成過程での改
善事項をまとめる。

・補助金・負担金見直
し方針の設定
・見直し方針に基づく
補助金等の調査・検討

・補助金等の整理・再
編

・補助金等の整理・再
編
・補助金負担金見直し
方針の検討
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