
第２次行政改革実施計画推進状況調査（平成25年9月末）

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】

企画財政課 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。

・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:H24事業）
　1次評価
　2次評価
　3次評価(2次評価の1/3程度)

・事前評価（ﾊｰﾄﾞ事業:H26以降の
事業）
　1次評価
　2次評価
　3次評価

・事後評価（ﾊｰﾄﾞ事業:事前評価
実施事業でH24完了事業）

・行政評価(事務事業評価)システ
ムの導入
　財務会計システム(実施計画シ
ステム)との連動により、事業効
率や成果に基づいた実施計画編成
作業を行った。

・行政評価(事務事業評価)システ
ム操作研修会の開催
　対象　各課実施計画事業担当者
等
　出席　24名

・事後評価（ｿﾌﾄ事業：H24事業）
　1次評価・2次評価　229件
　3次評価　85件実施
　3次評価結果は、
　・現状維持　45件
　・拡大拡充　11件
　・業務改善　25件
　・統合、縮小　2件
　・休止、廃止　2件

・事前評価（ﾊｰﾄﾞ事業:H26以降の
事業から10事業を抽出し、1次･2
次･3次評価を実施）
　3次評価結果は、
　・現状維持　5件
　・業務改善　5件

※ｿﾌﾄ事業･ﾊｰﾄﾞ事業とも3次評価
結果に基づいた実施計画の要求･
査定を行い、次年度計画に反映。

・行政評価(事務事業評価)システ
ムの導入により、実施計画事業の
評価作業の効率化と、評価用資料
の作成が容易になった。

・評価用資料については、事業概
要や成果を3次評価者(行政評価委
員)だけでなく、第三者にもわか
りやすい内容となるよう改善が必
要である。

・ソフト事業(事後評価)の評価対
象事業は、実施計画事業のうち、
3年ごとのローリングで1/3ずつを
評価しているが、3次評価事業数
が今年度で85件であり、評価に3
日程度要しているので、事業数や
評価体制の見直しが必要である。

・わかりやすい事業概要や成果指
標の設定を行うなど、評価用資料
の充実に努める。

・事務事業評価の実施時期(現在6
～7月、改善案3～4月)を見直し、
職員の事務負担軽減(分散)、事務
引継ぎへの活用、早期評価実施に
よる次年度事業への改善を図る。

・事務事業評価の効果や意義を低
下させない形での、評価対象事業
数の削減や評価体制の見直しを検
討する。

総務課 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
・委託対象事業の検討と決定

・他自治体の取組等について、調
査・研修の検討を行った。

・視察等を含め、委託業務の取組
について庁内関係課と協議が必
要。

・広く情報収集を行い、他市町村
の導入後の分析も踏まえ、該当業
務の検討を実施する。

所管

○　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。

H25年度工程
NO

実　施　計　画

行政改革推進委員会提出資料

平成25年11月25日 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】
所管

H25年度工程
NO

実　施　計　画

総務課 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）
３％削減（1,251千円）

・Ｈ25年度見込み　38,093千円 ・3,620千円削減
・8.6％削減

・毎年度見直しを行い、削減に努
めていく。

総務課 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)
5％（5,594千円）以上削減

・Ｈ25年度見込み　113,053千円 ・1,182千円増　(1％増)
・使用量のH22年度比は、電気△
20.1％、ガス△4.2％、水道△
11.3％、下水道 △6.4％であり、
金額の増の主なものは、運搬料及
び通信料である。

・今後も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。
・無駄な照明がついていないか確
認するなど、経費の削減に努め
る。
・運搬料及び通信料について、経
費節減に向けた調査・検討を行
う。

総務課 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

・職員提案提出件数　118件
・提案の採用の可否について、担
当部署にて検討。

・職員提案数の増加。
（24年度提出件数…84件　34件の
増）

・25年度提案について、職員提案
審査委員会で審査を行い、採用の
可否を決定する。
・24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。
・提案内容で、早期取組が可能な
ものは、積極的に取り組んでい
く。

総務課 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
化に合わせて引続き検討が必要で
ある。

・新市建設計画期間内において調
整する。

総務課 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26年度からの事務・権限移
譲に向け取組の推進を行った。
・県からのお勧めメニューを中心
に検討したが、任意移譲項目につ
いては今年度は無し。

・市町村で項目により、移譲状況
が異なるため、窓口にばらつきが
出ている。
・市民の利便性を考慮し、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。
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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】
所管

H25年度工程
NO

実　施　計　画

選挙管理委
員会

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。

・開票事務従事者の削減
・投票時間繰上げの検討
・開票時間の短縮

・開票事務において、各係にリー
ダーを配置し、リーダーミーティ
ングを開催し、効率的な開票作業
を検討(開票終了目標時刻の設
定)。
・開票事務従事者の削減(前回参
院選より30人削減)。

・開票終了時刻が目標よりオー
バーしたが、前回同選挙に比べ
て、選挙区で41分、比例区で49分
短縮された。
・従事者の意識改革(目標に向
かって取り組む姿勢)の向上が図
られた。

・作業手順の統一化。
・有効無効判定基準の統一化。

総務課 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）7
地区18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

総務課 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　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
3,500,000件
・動画コンテンツ等の充実

・ホームページアクセス件数
　2,031,426件
・YouTube糸魚川チャンネル
　52コンテンツ
・Twitterフォロワー数
　948人
・安全安心メールシステム更新
　（H25.10.1～運用開始）
　登録者数　9,092人

・ツイッターからのホームページ
誘導の仕掛け等によりアクセス件
数は増加傾向にある。

・メールシステムの更新により配
信者側の操作作業の軽減が図られ
たほか、新規に開始した学校メー
ルとの連携により登録者数も増加
している。

・ホームページについては、ス
マートフォン経由によるもの（ブ
ラウザがAndoroid・iOS）が訪問
者数のうち約25%程度を占めるに
至っている状況を鑑み、PC版での
提供だけでなくスマホ版での提供
について検討を行う。

総務課 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

・GISのSaaS化（データセンタ
化）

・GISの活用度 ・GISの利用促進
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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】
所管

H25年度工程
NO

実　施　計　画

市民課 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。（新公民館体制への
移行に伴い、能生・青海地域の一
部地区公民館での交付も行いま
す。）

・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

H25年4月から9月の取扱件数
・市民図書館　302件
・電話予約　　 15件
・旅券申請　　296件
・地区公民館　327件
休日窓口の取扱件数
・H25.3.23～4.7（6日間）198件
窓口サービス満足度アンケート調
査の実施
・期間　H25.9.12～9.27（10日
間）
・回収数　173件

・H25年度の取扱件数は、9月末現
在の昨年との比較では、市民図書
館は約104％、電話予約は約
107％、旅券申請は約63％、地区
公民館は約114％となっている。
・休日窓口取扱件数は約117％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77.7％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。

企画財政課 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検討 ・新年度予算編成要領において、
見直しの方針を定め、予算編成部
課長会議で指示した。

・予算編成過程で検証する。 ・予算編成過程で、見直しを要す
る補助金・負担金について調整
し、適正化を進める。
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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】

企画財政課 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
サービスの向上を図ります。
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。

・指定管理料の算定
・リスク分担の整理
・業務評価の試行実施

・H26年度の指定管理者の更新に
向けた作業を進めている。

・指定管理料の積算や業務評価の
取り組みを促進させる。

・H26年度予算編成にあたり指定
管理料の積算、協定書の確認作業
を実施する。

環境生活課 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
・下水道計画変更認可申請
・関係機関協議

･下水道処理施設長寿命化計画
・下水道計画変更認可申請
・関係機関協議

・下水道への接続方法協議 ・下水道への接続方法協議を踏ま
えて検討

こども課 2-3

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。

・方針に基づき、庁外検討委員会
（子ども・子育て会議）の設置、
検討
・市の方針決定

・公立保育園、幼稚園の適正配置
及び民営化について、新たに設置
した子ども・子育て会議の所掌事
務へ組入れ、検討することとし
た。

・子ども・子育て会議において、
新たな子育て支援計画策定に向け
たアンケート調査を実施すると共
に民営化を含め適正配置について
検討をする。

・子ども・子育て会議において、
現状と統合・民営化への必要性を
説明。

文化振興課 2-4

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。

・管理運営方法を検討し方針決定
する。

・議会で新築かリニューアルかの
議論が続いたが、財政状況、耐震
診断結果をふまえ、改修内容の充
実化をはかることなどによりリ
ニューアルの方針が決定した。
・管理運営方法の検討は未実施。

・リニューアル工事完了前に管理
運営方針を決定しなければならな
い。

・県内他市等の公共ホールの管理
運営の現状と課題把握を行う。
・直営委託か指定管理か方針決
定。

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。

H25年度工程
所管 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】

H25年度工程
所管 NO

実　施　計　画

能生事務所 2-5

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）
を基本に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権
現荘経営の指定管理への移行を検
討します。

・指定管理者の公募
・施設改修計画の検討

・指定管理者の公募及び施設改修
計画について検討し、検討結果を
踏まえ計画の見直しを行った。

①施設改修とあわせた指定管理者
制度導入、運用については課題が
多く、公募条件の設定が著しく困
難である。
②指定管理者の導入にあたって
は、改修後の管理運営を直営で行
い、施設の収支状況を把握する必
要がある。

計画を以下のとおり変更し、取り
組むこととしたい。
①当面の間、市が直営で管理運営
する。
②改修は、市が行う。

企画財政課 2-6

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。

・実施状況の把握、検証 ・各団体の決算状況等により経営
状況を把握した。

・経営状況の改善を要する団体に
ついては、部門別の収支状況など
詳細な分析が必要である。

・収支状況の改善に向け、団体と
の協議を行う。

企画財政課 2-7
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

・土地の売却1件
　45千円

・売却予定地の選定 ・公売の実施

こども課 2-8

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を踏
まえ、能生学校給食センター運営
委員会に諮り結論を得る。

・庁内検討委員会の方針に基づ
き、能生学校給食センター運営委
員会に諮り結論を得る。

・能生学校給食センター運営委員
会の開催（会議３回、先進地視察
１回の計４回）
・民間委託についての保護者説明
会の開催（能生地域内市立学校）

・保護者説明会等での意見･要望
を踏まえ、運営委員会での議論を
深めた。

・運営委員会の検討結果を踏ま
え、今後市の方針を決定する。
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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】

企画財政課 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。

・平成26年度から平成35年度まで
の長期財政見通しを策定し、実施
事業の検討、見直しを行う。

・長期財政見通し（平成26年度～
平成35年度）の策定作業を進め
た。

・計画期間内の実質公債費比率
は、早期財政健全化基準の25％を
上回らない見込みだが、厳しい財
政運営が続くことが予想される。

・長期財政見通しにより、実施事
業の検討、見直しを行い、健全な
財政運営を目指す。

市民課 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
99.5％滞納繰越分30.0％、国民健
康保険税現年度分96.5％滞納繰越
分25.0％
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。
・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　　99.5%
滞納繰越分    30.0%
国保現年分　  96.5%
滞納繰越分    25.0%

市税（普通徴収分）
現年分49.2％
（前年48.1％）

滞納繰越分15.8％
（前年4.1％）

国保（普通徴収分）
現年分37.1％
（前年36.0％）

滞納繰越分11.9％
（前年13.1％）

・市税は、現年及び滞納繰越分い
ずれも前年に対し、上回っている
状態である。
・国保税は、現年は前年に対し上
回っている状態であるが、滞納繰
越分は下回っている。

・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。

企画財政課 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。

・使用料手数料の見直し作業を進
める。

・使用料手数料見直し部会を設置
し、見直し方針を策定した。
・見直し方針に基づいて使用料及
び手数料について算定した。

・施設ごとに㎡当たり時間単価を
求めて算定した使用料と、現行使
用料との比較では、現行使用料を
下回るか均衡している施設が多
い。
・住民票など主な手数料について
は、算定結果と現行手数料は概ね
均衡しており、近隣他市も同額で
ある。
・消費税増税後の試算でも、それ
ぞれの施設使用料及び手数料は、
現行より下回るか均衡している。

・今後さらに消費税率引き上げの
予定があることから、平成26年４
月以降の引き上げ後の状況も見極
めながら、減免の妥当性や適正な
算定方法の検討を含め、必要に応
じて見直しを行う。

所管

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。

H25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】
所管

H25年度工程
NO

実　施　計　画

ガス水道局 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120　ガス102
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120%
　ガス101%

(１)費用の縮減
　水道施設のアセットマネジメン
トに取組み、将来の更新費用の平
準化を図ります。
(２)料金収入の確保
　ガス売上増収に向けた営業活動
を行います。
(３)経営状況の確認
　料金コストを確認し、適正な料
金を図ります。

・人口減少によるガス供給量、給
水量が減少のため、料金収入が減
少し続けています。

・費用の抑制につながる建設コス
トの縮減を図るため、アセットマ
ネジメントに取組み、また外部委
託の検討を進めます。

ガス水道局 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。
⑤経営状況・財政状況を明確にす
るため、企業会計への移行を検討
します。

・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。

・使用料改定の周知、説明
・財政計画の見直し・修正
・水洗化促進（未接続世帯　調
査、訪問指導）
・企業会計への移行検討

・建設産業常任委員会で経営状況
等について説明
8月7日、9月6日
・水洗化促進調査
地区：大和川地区、下早川地区、
西海地区、歌地区,外波地区
実施件数：  481件
実施期間：7月17日～8月19日
シルバー人材センターに委託
・企業会計への移行に必要な費用
を実施計画に計上（H26～28）

・地区訪問懇談会で、経営状況、
将来の使用料改定について説明し
た
・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

・平成26年度当初の使用料改定に
向けて改定案等を策定する。
・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】

総務課 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（定員適
正化計画上の目標職員数572人）
　職員数567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。

総務課 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、全体見直し ・組織・機構について問題点など
を検討。
・26年４月実施に向けての、組
織・機構の見直について検討を
行った。

・組織・機構見直しに併せ、事務
決裁規程による決裁権の見直しも
必要である。

・所属長ヒアリング等を行い、人
員配置を含め組織、機構の見直し
を行う。

所管

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。

H25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】
所管

H25年度工程
NO

実　施　計　画

総務課 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。
⑧地域課題を解決できる先頭集団
とするため、職員の意識改革を推
進します。

・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。
・職員提案、研修制度を拡充しま
す。
・選挙開票事務の改革を行いま
す。

・職員研修実施計画及び職員人材
育成実施計画に基づき実施
・職務階層別、実務、専門研修へ
職員派遣
（延べ350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1,200人
参加）
・自学研修助成の実施
・OJTの推進

【職員意識改革の取組】
・市長､係長面談の実施
・自主研究グループの育成､支援
・地域活動への参画推進
・職員提案､職場実践活動の充実
実施
・職場内会議の推進
・選挙開票事務の改革

・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

【職員意識改革の取組】
・市長､係長面談の実施
・自主研究グループの育成､支援
・地域活動への参画推進
・職員提案､職場実践活動の充実
実施
・職場内会議の推進
・選挙開票事務の改革

・研修テーマ、内容等が適切で
あったか検証

・平成26年度職員研修実施計画に
反映
・平成26年度職員人材育成実施計
画に反映
・職員意識改革の取組のさらなる
強化

総務課 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。

・見直し後の制度で実施 ・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、
人事考課とは別制度で運用）

・本格実施への移行（評価の一本
化）を目指す

総務課 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

・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

・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
組を継続
・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、取組を継続

総務課 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・副参事の22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。
・現行のチェックリストに加え、
業務によっては個別事業の内容に
合わせた事務手順書の作成など、
より活用しやすい様式の見直しが
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】

交流観光課 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。

・平成25年度から交流観光課に事
務局を置いて事務処理を行ってい
た本部事務と糸魚川支部の一部事
業事務を統合して、観光協会の事
業一本化を図る。
・北陸新幹線開業の平成27年３月
までに新体制でスタートできるよ
うに事務局体制の強化を図る。
・観光協会の自主自立に向けた運
営体制の強化を図り、交流人口拡
大に向けた事業展開ができるよう
協議を進める。
・青海地域、能生地域に観光案内
所を設置し、観光情報及びイベン
ト情報を共有しキメの細かい情報
発信を行う。

・観光協会本部に事務局長を新た
に置き、新幹線開業に向けた組織
の運営体制及び観光協会会費の統
一検討協議の実施。
・北アルプス日本海広域観光連携
会議の事務を委託し、北陸新幹線
糸魚川駅開業に伴う様々な効果を
活かした広域観光連携の効果的な
戦略を検討。
・新幹線駅情報発信コーナーの管
理運営及び観光情報発信検討。
・青海地域、能生地域に観光案内
所を設置し、観光情報及びイベン
ト情報の共有を図り、キメの細か
い情報発信を実施。

・事業実施に伴う人員不足、効果
的な誘客宣伝や新幹線駅開業に伴
う事務量の増加と本部事務局の体
制強化に向けさらなる協議が必
要。

・自主自立に向けた事業の見直し
や効率的な運営に向け、人・金も
含めて協議を継続する。

生涯学習課 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、事務局の自立に向けた体制づ
くりを進めるよう、働きかけを継
続します。

・自主運営・自立の協議・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。

文化振興課 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

・補助金は、例年と同じく全額申
請し交付済み。年度末、実績報告
を受け精算（返納）となる。
・事業実施では、役員が先頭に立
ち自主的な運営を進めている。

・事業実施において、会計処理や
会議資料作成等は事務局が行って
おり、一部の役員には認識がある
ものの自主運営に向けた意識がま
だ低い。

・役員会等に提案し、段階的に事
務移行を促す。

企画財政課 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 ・地元管理の検討を実施していな
い。

・施設管理の対象物を検討する。 ・次年度以降の計画を検討する。

所管

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。

NO
実　施　計　画 H25年度工程
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