
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】

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）

・外部講師による職員研修
　管理職(副参事職以上)69名、一般
職員(係長職以下)233名、計302名受
講（対象職員：事務職員418名）

・事後評価
　1次・2次評価211件
　3次評価 72件実施
　3次評価結果は、
　・現状維持　　35件
　・拡大、拡充　 7件
　・業務改善　　26件
　・統合、縮小　 3件
　・休止、廃止　 0件
　・評価対象外　 1件
実施計画ヒアリングにおいて、第3
次評価結果の改善内容を確認し、次
年度計画に反映させる。

・事前評価
　3次評価　10/12実施予定（10件程
度）

・事務事業評価の意義や必要性につ
いて認識を深めるとともに、評価結
果を実施計画や予算編成に生かせる
よう、継続した職員研修や啓発が必
要である。

・事業成果を把握・評価するための
成果指標の設定が不十分である。

・行政評価システムの導入に向け
て、財務会計システム及び実施計画
システムとの連動について協議し、
行政評価を実施計画及び予算編成に
反映させる仕組みを構築していく。

・全庁的な取り組みとなるよう、対
象事業や事業数、実施時期について
見直しを行う。

・成果指標について、わかりやすい
指標が設定できるよう、情報収集し
ながら各課と検討を行う。

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
・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。

・行財政改革研究を目的とした研究
会に参加し、他自治体の方向性や手
法などについて研修をした。

・他自治体においても、委託できる
業務はあらかた取組み済みであると
の認識がある。
・専門定型業務を含めた委託につい
て検討が必要である。

・先進地の事例、及び研究会への参
加を通し情報収集し、具体的な取り
組みについて、庁内協議を進める。

H24年度工程
NO

実　施　計　画

○　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。

第２次行政改革実施計画推進状況調査（平成24年9月末） 資料№ １
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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】

H24年度工程
NO

実　施　計　画

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）
２％削減（834千円）

H24 見込
40,036千円

1,677千円削減
4％削減

毎年度見直しを行い、削減に努めて
いく。

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
4％（4,475千円）以上削減
・本庁舎照明器具のLED化

本庁舎照明のＬＥＤ化実施

昨年に引き続きピークカット15％削
減を目標として実施。

夏場の猛暑により冷房使用量が増え
たため、電気使用量が昨年度より多
くなった。

今後の電気使用量の削減にむけて、
暖房運転基準の徹底に努める。
その他の経費についても削減に努め
る。

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
採用件数30件以上
・職場実践活動

・一般の職員提案
提案数　84件
採用35件
（今年度実施21件・
　来年度実施14件）

・一般の職員提案の増加(約2倍）
・23年度提出された提案の進捗状況
を確認することで、提案の効果を周
知できる。

H23年度提出の職員提案の進捗状況
を調査し、未実施・調整中の提案に
ついては今後も進捗状況の調査を行
う。

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 ・未調整項目４項目について調査 ・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
合わせて検討が必要である。

・新市建設計画期間内において調整
する。

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25年度当初事務・権限移譲に
向け取組を推進した。
（任意移譲５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。
・条例改正の対応。
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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】

H24年度工程
NO

実　施　計　画

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。

・分類機の導入
・開票事務従事者数の検討

・分類機１台購入
・新潟県知事選挙において、分類機
２台を使用しての開票作業実施
・開票事務従事者の削減（前回知事
選より8人削減）

・新潟県知事選挙の開票終了時間
が、前回同選挙に比べて、30分短縮
された。

・選挙種別ごとの効率的な開票配置
図の検討
（適正な人員の配置）

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。

・IT講習会（オンライン）
・窓口サービスの充実

・IT講習会（オンライン含む）4地
区9回
・窓口サービスの充実公民館での交
付（住民基本台帳・税証明）の拡充
に向けた検討

・市民の情報活用力の向上 ・IT講習会（オンライン）の拡充

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
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
1,769,541件
・YouTube糸魚川チャンネル46コン
テンツ
・Twitterフォロワー498

・HPコンテンツを閲覧してもらう仕
掛けが必要

・他のSNSの相乗効果の検証

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

・上越３市でのクラウド化に向けた
情報交換
・GISのクラウド化の検討

・GISの活用度 ・GISのクラウド化の費用対効果の
検証
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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】

H24年度工程
NO

実　施　計　画

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

H24.4～9月の取扱件数
・市民図書館　289件
・電話予約　　 14件
・旅券申請　　473件
・地区公民館  287件
休日窓口の取扱件数
・H24.3.24～4.8
   (6日間)   169件
窓口サービス満足度アンケート調査
の実施
・期間 H24.8.27～
　　 9.21 (19日間)
・回収数　152件

・H24年度の取扱件数(休日窓口除
く)は、9月末現在の比較で市民図書
館は約128％、電話予約は昨年とほ
ぼ同数値、旅券申請は約141％、地
区公民館は約135％となっている。
・休日窓口取扱件数は約110％と
なっている。
・アンケート調査の結果は、「とて
もよかった」「よかった」というプ
ラスの評価が83.7％となった。

・時間外、休日窓口の充実を引き続
き行う。
・時間外、休日窓口の実施につい
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。

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
・見直し方針に基づく補助金等の調
査・検討

・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。
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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】

2-1

公共施設
の管理運
営方法の
見直し

【目標】公共施設全体の見直しと
指定管理者制度管理運営状況の点
検
①公共施設全体の管理運営の見直
しを行い、施設の効率的な運営と
サービスの向上、経費の削減を行
います。
②指定管理者制度の導入施設の運
営状況等を検証します。
③一部管理委託している施設や新
たに建設する施設の指定管理者制
度導入を検討します。

・施設の必要性、効率的な運営と
サービスの維持・向上、経費の削
減などについて見直しを行いま
す。
・指定管理者制度を導入している
施設の管理協定及び事業報告書の
点検を行います。
・新たに指定管理者制度を導入で
きる施設の調査を行います。
・民間譲渡及び公共的団体への施
設譲与を検討します。

・指定管理施設のモニタリングシス
テムの検討

次年度更新を要する施設や新規に導
入予定の施設の状況確認。

類似施設の情報を収集する。 指定管理者の選定時の評価方法に組
み入れる。

2-2

し尿処理
施設の管
理運営方
法の見直
し

【目標】公共下水道処理施設での
し尿・浄化槽汚泥の処理
①公共下水道処理施設でのし尿・
浄化槽汚泥の処理方法等について
検討を進めます。

・公共下水道処理施設でのし尿・
浄化槽汚泥の処理方法等について
関係機関とも協議を行い、決定し
ます。
・生活環境影響調査を行います。
・し尿処理施設改造等の設計を行
います。

･下水道処理施設長寿命化計画 ・下水道処理施設長寿命化計画
・関係機関協議

・都市計画変更 ・都市計画変更協議

2-3

斎場の管
理運営方
法の見直
し

【目標】民間活力導入による管理
運営
①新斎場整備を機に、能生火葬場
を含んでの火葬施設の管理運営方
法について検討します。
②遺族の心情に配慮したきめ細や
かなサービスの提供と葬送の場と
してのふさわしい施設環境、効率
的な運営ができる管理運営方法と
して、指定管理者制度を導入しま
す。

・公募により指定管理者を決定し
ます。

2-4

保育園・
幼稚園の
統合・民
営化の検
討

【目標】当市にふさわしい保育形
態、保育のあり方の検討
①民営化を含め、保育園・幼稚園
の設置箇所数等を検討します。

・民営化を含め、保育園・幼稚園
の設置箇所数等を検討します。
・検討状況に応じて、市民参画の
委員会を設置します。
・小規模園や園児数が減ってきて
いる園については、公私を問わず
地元や関係法人と協議のうえ、統
合等を進めます。

・庁内検討委員会開催
・市としての方針決定

・庁内検討委員会開催 ・適正配置検討
・民営との比較

・引続き庁内検討委員会で検討

２　効率的な公共施設の管理運営
　　公共施設全般の適切な管理運営や市有財産の有効活用を図るため「効率的な公共施設の管理運営」を推進します。
　① 公共施設の管理運営方法の見直し
　　・公共施設の全般にわたり適切な管理運営の在り方を検討し、民間活力を導入することがより有効な場合は、指定管理者制度、業務委託など
      民間活力の導入による管理運営を推進します。
　　・公共施設の定期的な安全点検を行い、耐震化、危険防止、安全性の向上を図ります。
　　・第三セクターは、更なる経営健全化と経営状況の情報公開を促進するとともに、経営状況の悪化が予想される場合は、抜本的な対策を検討
     します。
  ② 市有財産の有効利活用
　　・利用率の低い公共施設は、他の用途への転用を含めて有効利活用を検討します。
　　・未利用財産の売却、有効利活用について検討します。

【完了】

H24年度工程
NO

実　施　計　画
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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】

H24年度工程
NO

実　施　計　画

2-5

ホール施
設の管理
運営方法
の見直し

【目標】民間活力導入による管理
運営
①市民会館等ホール施設の民間活
力の導入の方策を検討します。
②糸魚川市民会館リニューアル事
業に伴なう規模・機能の検討とあ
わせ、管理運営方法を検討しま
す。

・糸魚川市民会館リニューアル事
業（H26完了予定）の実施にともな
い、施設の能力規模・機能の検討
とあわせ、管理運営方法を検討し
ます。

・機能の検討と合わせ、管理運営方
法を検討

・庁内検討委員会を開催し、施設の
能力・機能とあわせて管理運営方法
を検討中

・リニューアル実施設計とあわせ
て、検討が必要

・庁内委員会や利用団体の意見を参
考に検討を継続する。

2-6

柵口温泉
権現荘の
経営の見
直し

【目標】権現荘の経営の健全化
①経営計画（H20年度策定）及び経
営改革プラン（H22年度策定）によ
り経営の見直しを進めます。

・施設改修計画を検討し、計画的
に施設更新を予定しています。
・施設運営の民営化を図るため、
温泉センターの民間譲渡及び権現
荘経営の指定管理への移行を検討
します。

・指定管理への移行 ・類似施設の運営調査 ・8月末現在で収支が均衡した。 ・早急に指定管理に向け、関係機関
と協議を開始し手続きを進める。

2-7

第三セク
ターの見
直しと健
全経営

【目標】第三セクターの経営改革
と財政負担の削減
①今後の運営及び体制について検
討します。（事業の統合・廃止を
含む）
②運営の助言・監督等（監査、定
期的な点検評価）の充実・強化を
図ります。

・「第三セクター等改革プラン」
の策定・推進により、経営改革と
財政負担の削減を図ります。

・基本方針の策定、方針に基づく各
団体との協議
・実施に向けての協議

基本方針の策定を進めるとともに、
各団体と協議中。

・各施設の状況や意見について分
析。

・資料を取りまとめ、基本方針につ
いて検討する。

2-8
未利用資
産の有効
活用

【目標】未利用資産の売却、新た
な活用
①普通財産のうち未利用財産の実
態を把握します。
②売却可能な財産は、公募により
売却処分します。
③利活用が可能な財産は新たな用
途を検討します。

・売却可能な財産は広報紙やホー
ムページでＰＲし、売却を推進し
ます。
・利活用が可能な財産の新たな用
途の検討や適正な維持・管理方法
を研究します。

・売却目標額
　20,000千円

・廃校施設の利活用について公募を
行った。
・文部科学省の「廃校プロジェク
ト」へ情報提供し、ホームページへ
掲載した。

照会等に対する現地案内や地元との
調整が必要。

施設が老朽化しているため活用計画
がない箇所から解体計画を定める。

2-9

学校給食
センター
の管理運
営方法の
見直し

【目標】適正な民間委託による経
費の削減
①委託の効果を精査しながら適正
な民間委託を推進する

・庁内における検討委員会を設置
し、調査・検討　をおこなう。
・庁内検討委員会の検討結果が出
た段階で、外部検討委員会を設置
し検討する。
・外部検討委員会の諮問を受け
て、給食センター運営委員会に報
告し、結論を得る。

・庁内検討委員会開催
・市としての方針決定

第１回庁内検討委員会開催 ・費用対効果の比較検証 ・検討委員会で協議
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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】

3-1
健全な財
政運営

【目標】実質公債費比率23％を上
回らない健全財政の維持と総合計
画に基づき、主要事業の財源など
を総合的に検討し、中長期財政計
画を作成することにより、健全な
財政運営を目指します。

・毎年、総合計画実施計画に基づ
き、中・長期財政計画を作成し、
健全財政を目指します。
・中長期財政見込みにより、次年
度以降の見直しを行います。

・財政計画に基づき、実施事業の検
討、見直しをする。

・実施計画に基づき、平成25年度か
ら平成29年度までの財政計画の策定
作業を進めた。

・計画期間内では実質公債費比率
は、23％を上回らない見込みであ
る。

・財政計画の財源推計により、実施
事業について検討する。

3-2

市税等各
種徴収金
の収納率
の向上

【目標】収納率　市税現年度分
98.8％滞納繰越分6.8％、国民健康
保険税現年度分95.5％滞納繰越分
18.5％
①市税等の収納率向上を図るた
め、滞納防止への早期対応、滞納
処分の強化と収納業務の向上に努
めます。
②口座振替を推進するとともに、
現金でも納めやすい方法を導入し
ます。
③県と市が協力して平成２１年度
に発足した「新潟県地方税徴収機
構」に参加し、収納率の向上を目
指します。

・早期の財産調査と処分を行うと
ともに差押物件の換価を進めま
す。
・「新潟県地方税徴収機構」に参
加し、県税部と協力し収納率向上
を目指します。
・コンビニ収納等、納めやすい方
法の導入を検討します。
・滞納者宅への訪問を強化しま
す。
・国民健康保険短期証交付時の納
税相談を進めます。
・市内事業所の市県民税特別徴収
を推進します。
・徴収嘱託員を継続します。

市税現年分　　98.8%
滞納繰越分     6.8%
国保現年分　  95.5%
滞納繰越分    18.5%

第４期までの収納率

　
市税（普通徴収分）
現年分48.1％
（前年48.1％）

滞納繰越分4.3％
（前年3.1％）

国保（普通徴収分）
現年分36.1％
（前年35.8％）

滞納繰越分13.1％
（前年8.3％）

前年同期に対し、同率または若干上
回っている状態である。

・現年度分の納期が過ぎた分につい
て早期の納税を進める。

・滞納繰越分については引き続き滞
納処分を行い、早期の納税につなげ
る。

3-3
受益者負
担の適正
化

【目標】公共施設の使用料等の見
直し
①適正な受益と負担を原則に、使
用料・手数料・参加費等の見直し
を行います。
②減免規定の見直しを行い、減免
の目的、基準を明確にします。

・使用料・手数料及び参加費（実
費弁償）を随時見直します。
・庁内で見直し案をまとめ、市民
や定期利用団体等に説明を行いま
す。

・施設の使用料・減免基準・その他
使用料手数料が適正か検証する。
・見直し方針を検討。

・消費税の税率アップにあわせた使
用料等の改定に向けた作業スケ
ジュールを立てた。

・庁内関係課による会議を開催し、
日程や作業内容等を確認する。

適正な使用料利用料の設定、消費税
増税による使用料手数料の見直し等
を進める。

H24年度工程
NO

実　施　計　画

３　中長期的な財政計画に基づく財政運営
　　今後の厳しい財政状況に対応し、更なる健全財政を維持するため「中長期的な財政計画に基づく財政運営」を推進します。
　① 健全な財政運営
　　・後年に多大な財政負担が発生しないよう、中長期的見通しに立った健全な財政運営を行います。
　　・市民にわかりやすい財政指標等により市の財政運営状況を公表します。
　　・市税や国民健康保険税をはじめ、各種徴収金の収納率向上を図ります。
　② 受益者負担の適正化
　　・受益に対しては適正な負担を原則に、使用料、手数料、参加費など受益者負担の適正化を図ります。
　③ 企業会計等の経営健全化
　　・企業会計、特別会計の経営の健全化を図ります。
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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】

H24年度工程
NO

実　施　計　画

3-4
企業会計
等の安定
経営

【目標】経常収支比率の維持　水
道130　ガス104
①人口減少に伴う給水量、販売量
の減少にかかわらず、適正な料金
を維持し、健全な経営に努めま
す。
②簡易水道の経営健全化を進めま
す。

(1) 費用の縮減
・需要想定にもとづいた施設更
新、外部委託の検討をし、料金費
用の縮減に取り組みます。
(2) 料金収入の確保
・ガス売上増収に向けた営業活動
で、料金収入を確保します。
(3) 経営状況の確認
・経営分析、料金原価の確認を行
い、適正な料金を維持します。

・経常収支比率
　水道125%
　ガス105%

ガス水道事業は、後年度の施設の更
新費用の平準化を図るため、施設の
優先順位を整理した。
ガス販売の増収にむけて、大口需要
家との協議を進めている。

費用の軽減や抑制に取り組んでいる
が、ガス販売量、給水量とも人口減
少に伴い、減少傾向にあり、販売量
の減少以上の費用の節減は困難であ
る。

ガス水道業務の人員体制の見直しを
図り、将来に向けた組織、体制づく
りを検討する。また外部委託化の費
用対効果を検証する。

3-5
下水道事
業の経営
健全化

【目標】収支改善により一般会計
からの赤字繰入を減額
①長期的な財政計画に基づき、段
階的に使用料の見直しを推進しま
す。
②水洗化の促進を図り、料金収入
の増額を目指します。
③計画的な改築により施設の長寿
命化を図り、事業費の平準化に努
めます。
④施設の統廃合を含め汚水処理区
域を見直し、人件費や維持管理経
費の削減を図ります。

・基準外繰入額の減少を図るた
め、使用料の定期的な見直しを行
います。
・水洗化率の向上のため、未接続
世帯を訪問指導します。
・計画的な更新を行なうととも
に、機器機能保全と延命対策を図
るため、長寿命化計画を策定しま
す。

・改定案策定及び議会協議（新料金
案、財政計画等）
・水洗化促進（未接続世帯調査、訪
問指導）

・建設産業常任委員会で経営状況に
ついて説明
5月9日、8月6日
・早川浄化槽区域水洗化促進調査
予定訪問件数：394件
実施期間：10月11日～10月26日（予
定）
シルバー人材センターに委託
・起債償還の金利負担軽減を図るた
め「公的資金補償金免除繰上償還」
を申請

・今後、地域審議会、地区懇談会出
前講座等で、経営状況、将来の使用
料改定についての説明をし理解をい
ただく
・調査結果で1年以内の設置予定者
を抽出し、設置状況を確認する
・公的資金補償金免除繰上償還実施
により約818万円の利子軽減見込み

・説明会実施後、使用料改定案を策
定する
・抽出者で、1年後に未設置の者に
対し、再度設置勧奨する
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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】

4-1
適正な定
員管理

【目標】平成29年度当初職員数550
人
①平成29年4月1日の職員数は、550
人を目標とします。（平成23年度
当初比23人の減）

・組織の合理化を進めます。
・事務・事業の整理を進めます。
・職員の適正配置に努めます。
・民間委託等の推進、指定管理者
制度の活用を図ります。
・臨時職員・派遣職員の活用を図
ります。
・技能労務職員の適正管理に努め
ます。

・定員適正化計画の推進
　職員数572人

・勧奨退職者の募集
・定員適正化計画に沿って採用計画
を立て、職員採用試験を実施

・勧奨退職以外の予定外の普通退職
職員への対応

・左記を検証した上で、定員適正化
計画の年度ごとの目標値を上回らな
いよう推進

4-2
組織・機
構の見直
し

【目標】市民ニーズに的確に対応
できる組織・機構
①次の項目を目指すべき組織・機
構の基本方向とし、必要に応じて
組織・機構の見直し編成を推進し
ます。
・職員数の削減（定員適正化計
画）と整合した組織・機構
・責任の所在と権限が明確な組
織・機構
・迅速に意思決定し効率的に職務
を遂行する組織・機構
・複数の部署に関わる事業の調整
ができる組織・機構
・市民にとってわかりやすく利用
しやすい組織・機構

・平成22年度に編成した新組織・
機構について、問題点を調査し、
検討・見直しを行います。

・組織・機構の検討、見直し ・部内情報収集 ・職員採用及び新年度の職員配置と
連動して検討する必要あり

・所属長ヒアリング等を経て、組
織・機構（人員配置を含む）の見直
しを実施

H24年度工程
NO

実　施　計　画

４　適正な定員管理と組織・機構の見直し
　　地方分権の推進、多様化する市民ニーズや新たな行政課題に対応するため「適正な定員管理と組織・機構の見直し」を推進します。
　① 定員管理と組織・機構の見直し
　　・定員適正化計画のなかで数値目標を掲げ、定員管理の適正化と総人件費の抑制を図ります。
　　・事業量や行政課題等を再点検し、組織・機構の見直し及び適正な人員配置を行います。
　　・課や係の枠を越えて、職員が相互に応援しあう体制を構築します。
　　・職員の能力が十分発揮できるよう能力本位、適材適所の任用を図るとともに、人事考課制度の活用を図ります。
　　・人材育成の観点で人事管理を行い、より専門性の高い知識、施策立案能力、課題解決能力をもった職員を育成します。
　　・職員一人一人が日常における市民活動への参加を通じて、市民の行政への考え方、見方を直接実感し、これを職務に反映するよう
　　　努めます。
　② 職員給与・諸手当の適正化
　　・職員の能力、職責、業績など勤務成績を適正に給与へ反映させるため、人事考課制度を実施します。
　　・給与及び特殊勤務手当、退職手当などの諸手当の見直しを行います。
　　・時間外勤務手当については、組織・機構の見直し、職務能率の向上、事務事業の見直しと簡素化などによって削減を図ります。
　③ 事務チェック体制の確立
　　・事務チェック体制を確立し、適正な事務処理を進めます。
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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】

H24年度工程
NO

実　施　計　画

4-3
職員の資
質向上

【目標】職場内外の研修及び自己
啓発による人材育成
①「人材育成に関する基本方針」
に基づき、職員の資質向上を図り
ます。
②人材育成の観点で人事管理を行
い、より専門性の高い知識、施策
立案能力、課題解決能力をもった
職員を育成します。
③自学する職員を支援します。
④地域活動等への職員の積極的な
参加を推進します。
⑤OJTマニュアルを新たに策定し、
推進します。
⑥自ら考え、責任を持って実行
し、常に問題意識を持って事務事
業に取り組む職員を育成します。
⑦職員の接遇向上を図ります。

・市民ニーズを把握し、社会情勢
に柔軟に対応する職員を育成する
ため、引き続き「職務階層別、実
務、専門研修へ職員を派遣」「庁
内集合研修」を実施します。
・自学を行う職員への助成を行い
ます。
・地域活動等への職員の積極的な
参加を促すとともに、活動の状況
を把握します。
・OJTマニュアルにより、職場での
実践活動を進めます。
・行政改革の各種取組への職員の
参画を進めます。
・市民へのより親切な応待を心が
けます。

・職務階層別、実務、専門研修へ職
員派遣
（延べ200人派遣）
･推進方針や重点課題に応じた庁内
集合研修の実施（延べ800人参加）
・自学研修助成の実施

・職員研修計画を策定し、計画に基
づき研修を実施
・職務階層別、実務、専門研修へ職
員を派遣中
・推進方針や重点課題に応じた庁内
集合研修の実施
・自学研修助成の実施
・OJTマニュアルに沿ったOJTの推進

・研修テーマ、内容等が適切であっ
たか検証

・平成25年度職員研修計画に反映

4-4

人事考課
制度の実
施と給与
等への反
映、職員
の適正配
置

【目標】人事考課制度の給与への
反映
①職員の能力、職責、業績など勤
務成績を適正に給与に反映させる
ため、人事考課制度を実施しま
す。
②職員の能力が十分に発揮できる
ように能力本位、適材適所の任用
を図るとともに、人事考課制度の
活用を図ります。

・平成23年度から、人事考課の一
部実施を予定しており、実施済の
自治体の検証などにより、問題点
を整理し取組みます。
・今後、昇給・昇格等への反映を
進めて行きます。

・見直し後の制度で再試行 ・制度の一部見直し ・人材育成に特化した制度としては
ほぼ定着（処遇面への反映は課題）

・本格実施への意向を目指す

4-5

時間外勤
務手当・
諸手当等
の見直し
と削減

【目標】時間外勤務の管理と業務
の見直し・効率化による削減
①人件費の適正化を図るため、国
家公務員準拠を基本とし、常に見
直しを行います。
②時間外勤務の管理を徹底し、業
務の見直し・効率化による時間外
勤務の削減を図ります。

・人件費の適正化を図るため、国
家公務員準拠を基本とし、常に見
直しを行っていきます。
・時間外勤務の管理を徹底し、業
務の見直し・効率化による時間外
勤務の削減を図ります。

・全特殊勤務手当の点検
・時間外勤務状況の職員への公表、
縮減の取組み

・全特殊勤務手当の点検
・時間外勤務状況の職員への公表、
縮減の取組み

・災害やイベントなどの突発対応も
含め、時間外勤務の縮減については
取組が不十分

・特殊勤務手当については、国や県
などの動向を見据えながら、取り組
みを継続する。
・左記以外の時間外勤務手当につい
ては、事務事業の見直しや職員配置
等も含めて、取り組みを継続する。

4-6

事務
チェック
体制の確
立

【目標】市民に重大な影響を与え
るような不適正な事務処理の防止
①適正に事務が執行されている
か、所属長は職員が作成した業務
チェックリストにより確認しま
す。
②全課を対象に、所属部署以外の
職員が内部監査を実施し、適正な
事務執行について確認します。
③Ｐ【計画】Ｄ【実施】Ｃ【検
証】Ａ【改善】サイクルにより、
適正な事務執行体制の確立を推進
します。

・毎年度業務チェックリストを作
成し、所属長による確認を行いま
す。
・内部監査実施要領に基づき、毎
年度項目及び基準、内部監査員を
見直し、内部監査を実施します。

・業務チェックリストの作成と確認
・内部監査の見直し実施

・業務チェックリストの作成と確認
（4月）
・内部監査の実施。（6月から12月
に実施）内部監査員は、総務課・企
画財政課係長以上のほか各課課長補
佐の18人

・小さなミスが市民に影響を及ぼす
ような重大な誤りにつながらないよ
う、軽微な不適正についても是正を
指摘してきた。
・個別事業の内容に合わせた業務
チェックリストの作成など、様式の
見直しが必要である。

・様式等の見直しを実施し、適正な
事務執行体制の確立とミス防止のた
め内部監査を継続し、各職場におい
てＰ【計画】Ｄ【実施】Ｃ【検証】
Ａ【改善】サイクルを確立する。
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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】

5-1

糸魚川市
観光協会
の合併に
よる一体
的な活動
の推進

【目標】３観光協会の実質的な合
併
①糸魚川の観光振興が期待される
３観光協会の合併には、事業の共
同開催等による一体的な活動の推
進や、組織・運営形態の調整によ
り、積極的に取り組みます。

・３支部の実質的な合併に向けた
組織・運営体制の調整を行いま
す。
・３支部が連携し実施する事業が
増えるよう、一体的な活動を推進
します。
・観光客の様々なニーズに対応で
きるよう、観光案内所の運営強化
を推進します。
・将来的に組織の自立が図れるよ
う、３支部全体の運営を担う事務
局の創設に対し支援します。
・一体的な活動の実施による効率
化に伴い、補助金の見直しを行い
ます。

・３支部の位置付けと、事業や組織
体制、事務局、補助金等について取
りまとめる。

本格的合併に向けて三支部協働によ
る事業協力を行うなど積極的に連携
強化を進めている。

本部事務局の設置やそれに係る人的
配置など体制面での課題が多い。

本部事業事務局準備部会の中でさら
に検討を進めていく。

5-2

糸魚川市
体育協会
の自主運
営の強化

【目標】体育協会の自主運営
①糸魚川市体育協会が自主自立し
た運営・活動ができる団体となる
ような体制づくりを進めます。

・体育協会内で組織した部会を中
心に自主運営の方法などを検討
し、事務局の独立に向けた体制づ
くりを進めるよう、働きかけを継
続します。

・自主運営・独立の協議・検討 ・理事会及び加盟団体の代表で組織
する評議委員会で自主運営について
協議している。

・現在は市の補助金に頼っている状
況にあるが、事業の効率的な運営に
より経費節減を図っている。また、
賛助会員を募り、独自財源の確保を
図っているが、これ以上の増額は困
難な状況である。

・体育施設の管理受託等、自主財源
の確保に向けた、検討を継続する。

5-3

糸魚川市
文化協会
支援体制
の見直し

【目標】文化協会の自主運営
①自主・自立を基本に、役員をは
じめ構成会員による主体的な運営
を促進します。

・自主運営体制の確立を図るた
め、自主財源の確保に努め運営費
補助金の減額を図ります。
・事務局支援については、文化振
興を図るため当面は継続する。協
会運営・事業実施のノウハウを共
有し、将来的には協会内に事務局
を移行できるよう検討を進めま
す。

・運営費補助2,500千円
・自主財源の確保

・補助金については自主財源の確保
に努めている。

・自主財源獲得により、今年も補助
金を返還できる見込みである。

・引き続き自主財源の確保に努め
る。

5-4
協働によ
る施設管
理

【目標】地元管理施設の拡大
①地域住民の要望により整備され
る施設については、使用目的が地
元管理になじむものであれば完成
後なるべく地域による主体的な管
理にするよう地元と協議します。
②主に特定の団体が利用する施設
などは、理解と協力を得ながら当
該利用団体による管理となるよう
関係団体と協議します。

・引き続き施設整備に際して、地
元または利用団体主体による管理
が望ましい案件については、関係
者と協議を進め、市民（利用団
体）主体の管理となるよう促進し
ます。
・地区への譲渡についても検討し
ます。

・地元管理の促進 指定管理者となっている施設のう
ち、地元密着型施設については、地
元への譲与を促進。

地元自治会への十分な説明が必要。 譲与の協議が整った施設から財産処
分の手続きに入る。

NO
実　施　計　画 H24年度工程

５　市民と行政の役割分担の再構築
　　市民と行政がともにまちづくりを担っていくため、お互いに情報を共有しながら「市民と行政の役割分担の再構築」を推進します。
　① 各種団体の自主運営
　　・補助金の交付や事務支援を行っている各種団体については、自主運営を促進するとともに、団体の運営状況、活動実績、事業成果
      などの観点から、補助や支援の在り方を検討します。
　② 地域密着型施設の地元管理
　　・地域生活に密着した市道、林道、農道、広場等の管理について、地域と行政との役割分担の導入検討を進めます。
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