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１．財政の健全化

将来にわたる財政状況を分析した上で、事務事業の見直しを行い、自主的かつ主体的に財政構造の将来にわたる財政状況を分析した上で、事務事業の見直しを行い、自主的かつ主体的に財政構造の

改善に努めます。多様な手法による自主財源の確保や受益者負担の適正化による歳入の確保を図る

とともに、補助金・負担金の抜本的な見直しや徹底した経費の節減による歳出の削減にも努めます。

将来にわたる財政状況を分析した上で、事務事業の見直しを行い、自主的かつ主体的に財政構造の

改善に努めます。多様な手法による自主財源の確保や受益者負担の適正化による歳入の確保を図る

とともに、補助金・負担金の抜本的な見直しや徹底した経費の節減による歳出の削減にも努めます。

（１）持続可能な財政運営の推進

普通交付税の合併算定替の特例期間の終了や経済情勢の変化に伴う、厳しい財政状況に的確に対応し、持続可能な

財政運営を目指すための方向性を明らかにするため、引き続き財政運営見通しの作成や財務指標の適正な管理に努

めます また 財政状況を市民にわかりやすく公表することにより 透明性の高い財政運営を推進します

将来にわたる財政状況を分析した上で、事務事業の見直しを行い、自主的かつ主体的に財政構造の

改善に努めます。多様な手法による自主財源の確保や受益者負担の適正化による歳入の確保を図る

とともに、補助金・負担金の抜本的な見直しや徹底した経費の節減による歳出の削減にも努めます。

（１）持続可能な財政運営の推進

（２）歳入の確保

普通交付税の合併算定替の特例期間の終了や経済情勢の変化に伴う、厳しい財政状況に的確に対応し、持続可能な

財政運営を目指すための方向性を明らかにするため、引き続き財政運営見通しの作成や財務指標の適正な管理に努

めます。また、財政状況を市民にわかりやすく公表することにより、透明性の高い財政運営を推進します。

部の市税や料金等については 効率的な歳入確保のため 原則口座振替方式に集約するとともに 引き続き 滞

将来にわたる財政状況を分析した上で、事務事業の見直しを行い、自主的かつ主体的に財政構造の

改善に努めます。多様な手法による自主財源の確保や受益者負担の適正化による歳入の確保を図る

とともに、補助金・負担金の抜本的な見直しや徹底した経費の節減による歳出の削減にも努めます。

（１）持続可能な財政運営の推進

（ ）

（２）歳入の確保

普通交付税の合併算定替の特例期間の終了や経済情勢の変化に伴う、厳しい財政状況に的確に対応し、持続可能な

財政運営を目指すための方向性を明らかにするため、引き続き財政運営見通しの作成や財務指標の適正な管理に努

めます。また、財政状況を市民にわかりやすく公表することにより、透明性の高い財政運営を推進します。

一部の市税や料金等については、効率的な歳入確保のため、原則口座振替方式に集約するとともに、引き続き、滞

納整理の強化に取り組み、収納率の向上を図ります。

また、遊休地等の売却、賃貸の推進や、新たな自主財源の確保に関する検討も積極的に行い、より一層の歳入確保

に努めます。

将来にわたる財政状況を分析した上で、事務事業の見直しを行い、自主的かつ主体的に財政構造の

改善に努めます。多様な手法による自主財源の確保や受益者負担の適正化による歳入の確保を図る

とともに、補助金・負担金の抜本的な見直しや徹底した経費の節減による歳出の削減にも努めます。

（１）持続可能な財政運営の推進

（３）歳出の削減

（２）歳入の確保

普通交付税の合併算定替の特例期間の終了や経済情勢の変化に伴う、厳しい財政状況に的確に対応し、持続可能な

財政運営を目指すための方向性を明らかにするため、引き続き財政運営見通しの作成や財務指標の適正な管理に努

めます。また、財政状況を市民にわかりやすく公表することにより、透明性の高い財政運営を推進します。

投資的事業や事務事業の実施については、必要性、有効性、効率性、公平性などを総合的に判断した上で、廃止、

変更、縮小、中断なども含め検討します。

また、補助金等についても、所期の目的を終えたもの、効果が少ないものや既得権化しているものについては、原

則廃止 縮減を徹底します

一部の市税や料金等については、効率的な歳入確保のため、原則口座振替方式に集約するとともに、引き続き、滞

納整理の強化に取り組み、収納率の向上を図ります。

また、遊休地等の売却、賃貸の推進や、新たな自主財源の確保に関する検討も積極的に行い、より一層の歳入確保

に努めます。

将来にわたる財政状況を分析した上で、事務事業の見直しを行い、自主的かつ主体的に財政構造の

改善に努めます。多様な手法による自主財源の確保や受益者負担の適正化による歳入の確保を図る

とともに、補助金・負担金の抜本的な見直しや徹底した経費の節減による歳出の削減にも努めます。

（１）持続可能な財政運営の推進

（３）歳出の削減

（２）歳入の確保

普通交付税の合併算定替の特例期間の終了や経済情勢の変化に伴う、厳しい財政状況に的確に対応し、持続可能な

財政運営を目指すための方向性を明らかにするため、引き続き財政運営見通しの作成や財務指標の適正な管理に努

めます。また、財政状況を市民にわかりやすく公表することにより、透明性の高い財政運営を推進します。

投資的事業や事務事業の実施については、必要性、有効性、効率性、公平性などを総合的に判断した上で、廃止、

変更、縮小、中断なども含め検討します。

また、補助金等についても、所期の目的を終えたもの、効果が少ないものや既得権化しているものについては、原

則廃止、縮減を徹底します。

一部の市税や料金等については、効率的な歳入確保のため、原則口座振替方式に集約するとともに、引き続き、滞

納整理の強化に取り組み、収納率の向上を図ります。

また、遊休地等の売却、賃貸の推進や、新たな自主財源の確保に関する検討も積極的に行い、より一層の歳入確保

に努めます。
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１　財政の健全化

（１）持続可能な財政運営の推進

4

提
出
時

体
系    実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 担当課

a
　合併特例債や臨時財政対策債の増加が見込まれるため、毎
年、財政運営見通しを策定し、市債発行額が公債費の元金償
還額を上回らないように極力抑制する。

財務課財政運営見通し等の作成
作成・公表

財政運営見通しの発表・公表還額を上回らないように極力抑制する。

b

　今後とも扶助費の増加が見込まれる中で、本実施計画によ
る人件費の削減や市債発行額を極力抑制することにより公債
費の縮減に努め、義務的経費全体の伸びを抑える。
　また、物件費や維持補修費等の経常的経費についても、増
加要因がある中で 事務事業の見直しを不断に行い経費節減

財務課義務的経費及び経常的経費の抑制

作成・公表

実 施

財政運営見通しの発表・公表

市債残高の抑制 680億円

実質公債費比率 9.0%
加要因がある中で、事務事業の見直しを不断に行い経費節減
を図る。

c
　公営企業会計、特別会計については、円滑かつ健全な経営
を実現するため、人件費等のコストの総点検や事務事業の見
直し等を積極的に進め、経営健全化に努める。

関係各課公営企業等の経営健全化

作成・公表

実 施

実 施

財政運営見通しの発表・公表

市債残高の抑制 680億円

実質公債費比率 9.0%

d
　効率的で健全な経営体制の確立を促進する。出資比率が２
５％以上の法人については、引き続き、経営状況等の情報公
開に努める。

関係各課第三セクター等の見直し

作成・公表

実 施

実 施

実 施
（情報公開）

財政運営見通しの発表・公表

市債残高の抑制 680億円

実質公債費比率 9.0%
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１　財政の健全化

（２）歳入の確保

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 担当課

5

a

　納付者の利便性が高く、収納効率の高い口座振替を引き続
き推進する。
一部の受益者負担の性格が強い料金等については、全員口座
による納付となるよう働きかけを行う。
（平成25年度当初　４１．６％→平成31年度　４５％）

収納課
関係各課

口座振替の推進強化

検討・随時実施

実 施
平成2６年度

４２．９％

平成28年度

４３．８％

市税収納率 95%以上

b

　滞納案件の大多数を占める初期、小額滞納者への対応とし
て「納税案内センター」を有効活用する。
　長期・高額化した滞納案件に対応するため、債権管理会議
を活用するなど、債権の適正管理、収納率の向上に努める。

収納課
関係各課

社会通念や受益者負担の適正化の観点から 定期的に適切な

滞納整理機能の強化

使用料 手数料等の受益者負担

検討・随時実施

実 施

検討・随時実施

平成2６年度

４２．９％

平成28年度

４３．８％

市税収納率 95%以上

c
 社会通念や受益者負担の適正化の観点から、定期的に適切な
料金改定を行う。

関係各課

d
  減免制度については、公平性・合理性等の観点から見直しを
実施するとともに、運用の適正化に努める。

関係各課

使用料・手数料等の受益者負担
の適正化

公共施設等の使用料減免等の見直し

検討・随時実施

実 施

検討・随時実施

検討・随時実施

平成2６年度

４２．９％

平成28年度

４３．８％

市税収納率 95%以上

実施する も 、運用 適 化 努める。

e
　未利用財産の有効活用のため、遊休地等の売却または賃貸
を積極的に推進する。

契約管財課
関係各課

遊休地等の売却、賃貸の推進

検討・随時実施

実 施

検討・随時実施

検討・随時実施

実 施

検討・随時実施

平成2６年度

４２．９％

平成28年度

４３．８％

市税収納率 95%以上

f
　従来までの手法に限らず、広告収入などあらゆる媒体を活
用した検討を行い、新たな自主財源の確保に積極的に努め
る。

各課多様な手法による自主財源の確保

検討・随時実施

実 施

検討・随時実施

検討・随時実施

実 施

検討・随時実施

平成2６年度

４２．９％

平成28年度

４３．８％

市税収納率 95%以上
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１　財政の健全化

（３）歳出の削減

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 担当課

6

a
 今まで実施してきた「公共工事コスト縮減に関する新行動計
画」などのコスト縮減施策の定着を図りつつ、品質向上を目
指した取組みを行い、総合的なコスト縮減に努める。

関係各課

b

  すべての事務事業について、必要性、有効性、効率性、公平
性などを総合的に判断した上で、内容の変更や廃止などを検

各課

公共工事の効率化

事務事業の見直し

検討・随時実施

検討・随時実施b
性などを総合的に判断した上で、内容の変更や廃止などを検
討する。また、事務事業評価の手法も用いて事業や業務の整
理を行うなど、効果的な取組みとなるよう改善を図る。

各課

c

  行政の管理・監督責任の適切な履行とサービス水準の維持・
向上を図りながら、効率的な行政運営と経費の削減を図るた
め、委託業務内容の見直し、検証を行う。 関係各課

事務事業の見直し

委託事業の見直し

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施c め、委託業務内容の見直し、検証を行う。
また、各課に分散している契約事務の一元化を検討し、契約
内容の履行の検査監視体制の整備を図る。

関係各課

d
  所期の目的を終えたもの、効果が少ないものや既得権化して
いるもの、３年以上継続している補助金について、改めて目
的 効果を検証し 廃止 縮減を検討する

関係各課

委託事業の見直し

補助金等の見直し

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施
的、効果を検証し、廃止、縮減を検討する。

e
　光熱水費やコピー料金、消耗品費の縮減など、職員一人ひ
とりが創意と工夫に努め、徹底的な経費の削減を図る。

各課光熱水費や事務用品等の節減

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

実 施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

実 施
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２．効率的な行政運営

厳しい財政状況や限られた人材など 行政資源の最適化を図りながら 様々な行政ニーズに対し厳しい財政状況や限られた人材など、行政資源の最適化を図りながら、様々な行政ニーズに対し、

迅速かつ的確で効率的な行政運営を行います。このため、新たな組織・機構の整備や職員の定員管

理及び給与の適正化を始め、民間活力等の活用、人材育成、情報化の推進などに取り組むほか、公

共施設全般に係る事業の見直しも積極的に推進します。

厳しい財政状況や限られた人材など、行政資源の最適化を図りながら、様々な行政ニーズに対し、

迅速かつ的確で効率的な行政運営を行います。このため、新たな組織・機構の整備や職員の定員管

理及び給与の適正化を始め、民間活力等の活用、人材育成、情報化の推進などに取り組むほか、公

共施設全般に係る事業の見直しも積極的に推進します。

（１）持続可能な財政運営の推進

普通交付税の合併算定替の特例期間の終了や経済情勢の変化に伴う、厳しい財政状況に的確に対応し、持続可能な財政

運営を目指すための方向性を明らかにするため、引き続き財政運営見通しの作成や財務指標の適正な管理に努めます。

（１）組織・機構の見直し

常に機能的で効率的な組織・機構の確立に努めつつ、迅速で柔軟な組織への対応を行います。また、民間活力の活

積極的 効率的な組織 営 努めます

厳しい財政状況や限られた人材など、行政資源の最適化を図りながら、様々な行政ニーズに対し、

迅速かつ的確で効率的な行政運営を行います。このため、新たな組織・機構の整備や職員の定員管

理及び給与の適正化を始め、民間活力等の活用、人材育成、情報化の推進などに取り組むほか、公

共施設全般に係る事業の見直しも積極的に推進します。

（１）持続可能な財政運営の推進

（２）定員管理及び給与の適正化

普通交付税の合併算定替の特例期間の終了や経済情勢の変化に伴う、厳しい財政状況に的確に対応し、持続可能な財政

運営を目指すための方向性を明らかにするため、引き続き財政運営見通しの作成や財務指標の適正な管理に努めます。

また、財政状況を市民にわかりやすく公表することにより、透明性の高い財政運営を推進します。

（１）組織・機構の見直し

常に機能的で効率的な組織・機構の確立に努めつつ、迅速で柔軟な組織への対応を行います。また、民間活力の活

用も積極的に行い、スリムで効率的な組織運営に努めます。

厳しい財政状況や限られた人材など、行政資源の最適化を図りながら、様々な行政ニーズに対し、

迅速かつ的確で効率的な行政運営を行います。このため、新たな組織・機構の整備や職員の定員管

理及び給与の適正化を始め、民間活力等の活用、人材育成、情報化の推進などに取り組むほか、公

共施設全般に係る事業の見直しも積極的に推進します。

（１）持続可能な財政運営の推進

（２）定員管理及び給与の適正化

普通交付税の合併算定替の特例期間の終了や経済情勢の変化に伴う、厳しい財政状況に的確に対応し、持続可能な財政

運営を目指すための方向性を明らかにするため、引き続き財政運営見通しの作成や財務指標の適正な管理に努めます。

また、財政状況を市民にわかりやすく公表することにより、透明性の高い財政運営を推進します。

職員の定員管理については、事務事業の見直しや施設の統廃合、組織・機構の簡素合理化、民間委託等を積極的に

進めるとともに様々な人材確保の手法も取り入れながら、今後も新規採用の抑制により、スリムで効率的な行政運

営が図れるよう、職員数の段階的な削減に取り組みます。職員給与の適正化については、国家公務員の水準を基本

とし、問題点の是正に努めます。

（１）組織・機構の見直し

常に機能的で効率的な組織・機構の確立に努めつつ、迅速で柔軟な組織への対応を行います。また、民間活力の活

用も積極的に行い、スリムで効率的な組織運営に努めます。

厳しい財政状況や限られた人材など、行政資源の最適化を図りながら、様々な行政ニーズに対し、

迅速かつ的確で効率的な行政運営を行います。このため、新たな組織・機構の整備や職員の定員管

理及び給与の適正化を始め、民間活力等の活用、人材育成、情報化の推進などに取り組むほか、公

共施設全般に係る事業の見直しも積極的に推進します。

（１）持続可能な財政運営の推進

（３）効果的な行政運営プロセス

（２）定員管理及び給与の適正化

普通交付税の合併算定替の特例期間の終了や経済情勢の変化に伴う、厳しい財政状況に的確に対応し、持続可能な財政

運営を目指すための方向性を明らかにするため、引き続き財政運営見通しの作成や財務指標の適正な管理に努めます。

また、財政状況を市民にわかりやすく公表することにより、透明性の高い財政運営を推進します。

地方分権の進展や高度化・多様化する行政課題と市民ニーズに的確に対応し、公平公正で効果的な行政運営を行う

ため、引き続き業務の標準化やマニュアル化を推進し、行政運営プロセスの改善を図ります。

また 重要度 緊急度の高いものを選別し 目的や効果を客観的に評価し政策決定に反映できる行政評価システム

職員の定員管理については、事務事業の見直しや施設の統廃合、組織・機構の簡素合理化、民間委託等を積極的に

進めるとともに様々な人材確保の手法も取り入れながら、今後も新規採用の抑制により、スリムで効率的な行政運

営が図れるよう、職員数の段階的な削減に取り組みます。職員給与の適正化については、国家公務員の水準を基本

とし、問題点の是正に努めます。

（１）組織・機構の見直し

常に機能的で効率的な組織・機構の確立に努めつつ、迅速で柔軟な組織への対応を行います。また、民間活力の活

用も積極的に行い、スリムで効率的な組織運営に努めます。

厳しい財政状況や限られた人材など、行政資源の最適化を図りながら、様々な行政ニーズに対し、

迅速かつ的確で効率的な行政運営を行います。このため、新たな組織・機構の整備や職員の定員管

理及び給与の適正化を始め、民間活力等の活用、人材育成、情報化の推進などに取り組むほか、公

共施設全般に係る事業の見直しも積極的に推進します。

（１）持続可能な財政運営の推進

（３）効果的な行政運営プロセス

（２）定員管理及び給与の適正化

普通交付税の合併算定替の特例期間の終了や経済情勢の変化に伴う、厳しい財政状況に的確に対応し、持続可能な財政

運営を目指すための方向性を明らかにするため、引き続き財政運営見通しの作成や財務指標の適正な管理に努めます。

また、財政状況を市民にわかりやすく公表することにより、透明性の高い財政運営を推進します。

地方分権の進展や高度化・多様化する行政課題と市民ニーズに的確に対応し、公平公正で効果的な行政運営を行う

ため、引き続き業務の標準化やマニュアル化を推進し、行政運営プロセスの改善を図ります。

また、重要度、緊急度の高いものを選別し、目的や効果を客観的に評価し政策決定に反映できる行政評価システム

の定着を推進します。

職員の定員管理については、事務事業の見直しや施設の統廃合、組織・機構の簡素合理化、民間委託等を積極的に

進めるとともに様々な人材確保の手法も取り入れながら、今後も新規採用の抑制により、スリムで効率的な行政運

営が図れるよう、職員数の段階的な削減に取り組みます。職員給与の適正化については、国家公務員の水準を基本

とし、問題点の是正に努めます。

（１）組織・機構の見直し

常に機能的で効率的な組織・機構の確立に努めつつ、迅速で柔軟な組織への対応を行います。また、民間活力の活

用も積極的に行い、スリムで効率的な組織運営に努めます。
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（４）人材の育成及び確保
人材育成基本方針に基づき、計画的な研修実施や、職場におけるＯＪＴの活用などにより、職員一人ひとりの資質

向上を図り 地域のさまざまな課題に対して 自主的に取り組み 解決していくことができる意欲ある人材の育成

8

（５）ＩＣＴの積極的な活用

（４）人材の育成及び確保
人材育成基本方針に基づき、計画的な研修実施や、職場におけるＯＪＴの活用などにより、職員一人ひとりの資質

向上を図り、地域のさまざまな課題に対して、自主的に取り組み、解決していくことができる意欲ある人材の育成

に努め、市民満足度の向上を図ります。

また、新たな人材確保のあり方についても検討します。

（５）ＩＣＴの積極的な活用
国のマイナンバー制度導入も視野に入れ、業務を含めた情報システムの改修、改善を実施し、更なる行政情報化、

業務効率化の推進を図ります。

また、住民への情報提供、行政手段の効率化など、新たなＩＣＴ（情報通信技術）に対応した効率的な行政サービ

スの向上にも努める一方、個人情報の保護や情報セキュリティの強化も図ります。

（４）人材の育成及び確保
人材育成基本方針に基づき、計画的な研修実施や、職場におけるＯＪＴの活用などにより、職員一人ひとりの資質

向上を図り、地域のさまざまな課題に対して、自主的に取り組み、解決していくことができる意欲ある人材の育成

に努め、市民満足度の向上を図ります。

また、新たな人材確保のあり方についても検討します。

（５）ＩＣＴの積極的な活用

（６）公共施設マネジメントの推進

国のマイナンバー制度導入も視野に入れ、業務を含めた情報システムの改修、改善を実施し、更なる行政情報化、

業務効率化の推進を図ります。

また、住民への情報提供、行政手段の効率化など、新たなＩＣＴ（情報通信技術）に対応した効率的な行政サービ

スの向上にも努める一方、個人情報の保護や情報セキュリティの強化も図ります。

住民ニーズの適切な把握に努めながら、公共施設の有効活用を図るとともに、事務事業評価の手法により、不要な

施設の廃止や用途転換を始め 統合 集約などによる再編整理や 業務の委託化 指定管理者制度の導入等を検討

（４）人材の育成及び確保
人材育成基本方針に基づき、計画的な研修実施や、職場におけるＯＪＴの活用などにより、職員一人ひとりの資質

向上を図り、地域のさまざまな課題に対して、自主的に取り組み、解決していくことができる意欲ある人材の育成

に努め、市民満足度の向上を図ります。

また、新たな人材確保のあり方についても検討します。

（５）ＩＣＴの積極的な活用

（ ）市 さ 政 ビ 提

（６）公共施設マネジメントの推進

国のマイナンバー制度導入も視野に入れ、業務を含めた情報システムの改修、改善を実施し、更なる行政情報化、

業務効率化の推進を図ります。

また、住民への情報提供、行政手段の効率化など、新たなＩＣＴ（情報通信技術）に対応した効率的な行政サービ

スの向上にも努める一方、個人情報の保護や情報セキュリティの強化も図ります。

住民ニーズの適切な把握に努めながら、公共施設の有効活用を図るとともに、事務事業評価の手法により、不要な

施設の廃止や用途転換を始め、統合、集約などによる再編整理や、業務の委託化、指定管理者制度の導入等を検討

するなど、管理運営の適正化を図ります。

また、情報の一元化を進め、全庁的視点でのマネジメントを推進します。

（４）人材の育成及び確保
人材育成基本方針に基づき、計画的な研修実施や、職場におけるＯＪＴの活用などにより、職員一人ひとりの資質

向上を図り、地域のさまざまな課題に対して、自主的に取り組み、解決していくことができる意欲ある人材の育成

に努め、市民満足度の向上を図ります。

また、新たな人材確保のあり方についても検討します。

（５）ＩＣＴの積極的な活用

（７）市民にやさしい行政サービスの提供

（６）公共施設マネジメントの推進

国のマイナンバー制度導入も視野に入れ、業務を含めた情報システムの改修、改善を実施し、更なる行政情報化、

業務効率化の推進を図ります。

また、住民への情報提供、行政手段の効率化など、新たなＩＣＴ（情報通信技術）に対応した効率的な行政サービ

スの向上にも努める一方、個人情報の保護や情報セキュリティの強化も図ります。

窓口業務における、申請手続きの簡素化や事務処理の迅速化など、効率的な行政運営に努めると同時に、市民にや

さしい行政サービスの提供を推進します。

住民ニーズの適切な把握に努めながら、公共施設の有効活用を図るとともに、事務事業評価の手法により、不要な

施設の廃止や用途転換を始め、統合、集約などによる再編整理や、業務の委託化、指定管理者制度の導入等を検討

するなど、管理運営の適正化を図ります。

また、情報の一元化を進め、全庁的視点でのマネジメントを推進します。

（４）人材の育成及び確保
人材育成基本方針に基づき、計画的な研修実施や、職場におけるＯＪＴの活用などにより、職員一人ひとりの資質

向上を図り、地域のさまざまな課題に対して、自主的に取り組み、解決していくことができる意欲ある人材の育成

に努め、市民満足度の向上を図ります。

また、新たな人材確保のあり方についても検討します。

（５）ＩＣＴの積極的な活用

（７）市民にやさしい行政サービスの提供

（６）公共施設マネジメントの推進

国のマイナンバー制度導入も視野に入れ、業務を含めた情報システムの改修、改善を実施し、更なる行政情報化、

業務効率化の推進を図ります。

また、住民への情報提供、行政手段の効率化など、新たなＩＣＴ（情報通信技術）に対応した効率的な行政サービ

スの向上にも努める一方、個人情報の保護や情報セキュリティの強化も図ります。

窓口業務における、申請手続きの簡素化や事務処理の迅速化など、効率的な行政運営に努めると同時に、市民にや

さしい行政サービスの提供を推進します。

住民ニーズの適切な把握に努めながら、公共施設の有効活用を図るとともに、事務事業評価の手法により、不要な

施設の廃止や用途転換を始め、統合、集約などによる再編整理や、業務の委託化、指定管理者制度の導入等を検討

するなど、管理運営の適正化を図ります。

また、情報の一元化を進め、全庁的視点でのマネジメントを推進します。

（４）人材の育成及び確保
人材育成基本方針に基づき、計画的な研修実施や、職場におけるＯＪＴの活用などにより、職員一人ひとりの資質

向上を図り、地域のさまざまな課題に対して、自主的に取り組み、解決していくことができる意欲ある人材の育成

に努め、市民満足度の向上を図ります。

また、新たな人材確保のあり方についても検討します。
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２　効率的な行政運営

（１）組織・機構の見直し

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 担当課

9

a
　多様化する行政ニーズに迅速に対応するため、スクラッ
プ・アンド・ビルドを徹底し、常に機能的で効率的な組織・
機構の確立に努める。

職員課

b
　効率的な運営を基本とし、地域特性にも配慮しながら、引
き続き見直しを検討していく

職員課

機能的・効率的な組織への見直し

支所機能の見直し（再編）

検討・実施

検討・実施b
き続き見直しを検討していく。

職員課

c
　縦割り行政の課題に対し、プロジェクトチーム等の設置な
ど、組織横断的な連携体制を活用し、迅速かつ柔軟な組織機
構への見直しを推進する。

各課

支所機能の見直し（再編）

迅速かつ柔軟な横断的組織の活用

検討・実施

検討・実施

検討・随時実施

d
広域的に処理することが適切な事業について、調査、研究の
うえで、積極的に他自治体との連携を推進する。

各課広域自治体連携の推進

検討・実施

検討・実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施e

　民間の活力を生かすことにより、効率的かつ効果的に市民
サービスが提供できる分野については、行政が担う責任を明
確にして、信頼性、サービス水準の維持向上及び費用対効果
を十分に検討し、積極的に民間活力の活用を進める。

関係各課

効率的な施設運営のため 幼稚園と保育所との 体化を図

民間活力等の積極的な活用

検討・実施

検討・実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

段階的に実施f
　効率的な施設運営のため、幼稚園と保育所との一体化を図
る認定こども園への移行や小中学校の再編整理など、施設の
統廃合を検討する。

教育委員会
子育て支援課

幼保一体化、小中学校の
再編整理の推進

検討・実施

検討・実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

段階的に実施
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２　効率的な行政運営

（２）定員管理及び給与の適正化

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 担当課

10

a
　事務事業の見直し、組織・機構の簡素合理化、民間委託等
を積極的に進め、平成２５年４月１日現在の職員数１，１６
５人を平成２８年４月１日までに６．４％削減する。

職員課
定員適正化計画の見直し及び
着実な実行

策定・実施

H26.4.1

1,13７人

H27.4.1

1,115人

H28.4.1

1,090人

b
　国家公務員の水準を基本に、地域の実態に沿った給与水準
の適正化に努める。また、国の公務員制度改革の動向を踏ま
え、必要に応じて見直しを行う。

職員課給与水準の適正化

策定・実施

検討・随時実施

検討・必要に応じて見直し

H26.4.1

1,13７人

H27.4.1

1,115人

H28.4.1

1,090人

c

　特殊勤務手当や通勤手当、扶養手当、住居手当などについ
て、支給内容等の更なる見直しを行う。また、退職手当につ
いては、国と同様の支給基準としており、国に準じて見直し
を行う。
 福利厚生事業の内容、効果等を検証し、市民の理解が得られ
るものとなるよう常に点検、見直しを行う。

職員課諸手当、福利厚生事業の見直し

策定・実施

検討・随時実施

検討・必要に応じて見直し

H26.4.1

1,13７人

H27.4.1

1,115人

H28.4.1

1,090人

d

  各課における事務事業の見直しにより、事務の一層の効率化
を図る。また、平成22年度に策定した「尾道市職員の時間外
勤務の適正管理及び縮減に関する指針」により、引き続き適
正な管理に努める。

職員課時間外勤務の適正な管理

策定・実施

検討・随時実施

実 施

検討・必要に応じて見直し

H26.4.1

1,13７人

H27.4.1

1,115人

H28.4.1

1,090人

10



２　効率的な行政運営

（３）効果的な行政運営プロセス

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 担当課

11

a
　地域主権改革の進展や、高度化・多様化する市民ニーズに
的確に対応し、効果的な行政運営を行うため、行政運営プロ
セスの改善を図る。

関係各課

合併により異なった制度や方法によって行われている事務

行政運営プロセスの改善 検討・随時実施

検討・随時実施b
合併により異なった制度や方法によって行われている事務

事業を見直し、効率的・合理的に事務事業が実施できるよう
段階的に統一していく。

各課

c

　庁舎の新築、改修の機会を捉え、行政運営プロセスの改善
も含め、効率的な行政運営に資する庁舎環境の改善、整備を
推進する。
また 利用者の利便性の確保などに いても検討する

各課庁舎環境の改善、整備

合併に伴う諸制度の統一

検討・随時実施

検討・随時実施

基本・実施設計
検討

方針決定
　また、利用者の利便性の確保などについても検討する。

d
　窓口業務やパソコン操作などの内部事務について、人事異
動などによる影響を受けず、安定した行政運営が行えるよ
う、業務の標準化や事務処理のマニュアル化を進める。

各課
事務処理の標準化、
マニュアル化の推進

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・実施

検討・随時実施

基本・実施設計
検討

方針決定

e
　所期の目的を終えたもの、必要性や効果が少ないもの、他
の部局で行っているなど類似の行事やイベントについて、廃
止や統一、開催間隔などの見直しを行う。

関係各課

行政活動について 施策や事業の成果などを検証し 効率 政策企画課

各種行事、イベントの見直し

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・実施

検討・随時実施

実 施

基本・実施設計
検討

方針決定

f
行政活動について、施策や事業の成果などを検証し、効率

的かつ効果的に運営できるよう、引き続き事務事業評価を中
心とした行政評価システムの定着化を図る。

政策企画課
財務課
職員課

行政評価システムの定着

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・実施

検討・随時実施

実 施

基本・実施設計
検討

方針決定
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２　効率的な行政運営

（４）人材の育成及び確保

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 担当課

12

a
　人材育成基本方針に基づき、地域のさまざまな課題に対し
て、自主的に取り組み、自らの知恵で解決していくことがで
きる、意欲ある人材の育成を図る。

職員課
人材育成基本方針に基づく
職員意識の向上

基本方針に基づく人材育成の実施

基本方針に基づく研修の実施b
 　階層別の研修や社会情勢に呼応した職員の資質向上を図る
研修等を計画的に実施する。

職員課

研修受講の機会確保や新たな発想、改善策を育む職場風土

計画的な研修の実施

基本方針に基づく人材育成の実施

基本方針に基づく研修の実施

基本方針に基づく人材育成の実施c
研修受講の機会確保や新たな発想、改善策を育む職場風土

づくりなど、職員の成長しようとする営みを支援する組織、
職場環境の整備に取り組みながら、人材育成の充実を図る。

職員課

d
　単なる勤務評定ではなく、自らの職務適性判断や職務遂行
に必要な能力を伸ばすような、人材育成につながる人事評価 職員課

職場における人材育成の充実

人材育成を基本とした
人事評価制度の導入検討

基本方針に基づく人材育成の実施

基本方針に基づく研修の実施

基本方針に基づく人材育成の実施

人事評価制度の導入検討d に必要な能力を伸ばすような、人材育成につながる人事評価
制度の導入を検討する。

職員課

e

　再任用や任期付短時間勤務職員など、新たな手法による人
材確保の検討を引き続き行う。また、新規採用職員の確保に
ついても、多様な人材の確保や新たな手法の導入を検討す
る

職員課

人事評価制度の導入検討

新しい手法による人材の確保

基本方針に基づく人材育成の実施

基本方針に基づく研修の実施

基本方針に基づく人材育成の実施

人事評価制度の導入検討

検討・随時実施
る。

基本方針に基づく人材育成の実施

基本方針に基づく研修の実施

基本方針に基づく人材育成の実施

人事評価制度の導入検討

検討・随時実施
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２　効率的な行政運営

（５）ＩＣＴの積極的な活用

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 担当課

13

a

　安全かつ効率的で持続可能な情報システムの管理運営を行
うため、第５次情報化推進計画に基づく行政情報化の推進
と、費用対効果を勘案した情報システム環境の最適化を図
る。

情報システム課
関係各課

行政情報化の推進

検討・随時実施

検討・実施

第5次情報化推進計画の実施

b
　合理的で効率的な業務の遂行を実現するため、内部事務処
理の電子化や電子決裁について調査研究を行い、可能なもの
から順次実施する。

情報システム課
関係各課

　業務系サーバのデータセンター管理、端末仕様の統一、個
人単位の利用者管理等を実施する 情報システム課

電子決裁の導入と内部事務の電子化

情報セキ 強化

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・実施

第5次情報化推進計画の実施

運用規程に基づく管理の実施

c
人単位の利用者管理等を実施する。
　また、管理規程（手順書）の遵守、研修・教育の充実を図
る。

情報システム課
関係各課

d
　新たな端末機器やクラウド環境など、ＩＣＴ(情報通信技
術）の積極的な活用による 効率的な行政運営を実現する

情報システム課
関係各課

情報セキュリティの強化

新たなＩＣＴ(情報通信技術）の
活用 研究

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・実施

第5次情報化推進計画の実施

運用規程に基づく管理の実施

術）の積極的な活用による、効率的な行政運営を実現する。 関係各課活用、研究

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・実施

第5次情報化推進計画の実施

運用規程に基づく管理の実施
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２　効率的な行政運営

（６）公共施設マネジメントの推進

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 担当課

14

a

　公共施設に係る情報の一元化を図り、全市統一的な視点で
の管理運営が行える体制、視点の構築を図る。
　また、ファシリティマネジメント等、効果的で効率的な公
共施設マネジメントの推進を図る。

職員課
関係各課

b
　公共施設について、設置目的や利用実態などに応じ、施設
利 者数 利 者 満 度など適切な 標を設定 そ 関係各

公共施設情報の一元化、
全庁的視点の構築

効果的な公共施設の有効活用

検討・実施

検討・随時実施b の利用者数、利用者の満足度など適切な目標を設定し、その
向上に努める。

関係各課

c

　設置目的や利用実態などに応じ、同種の公共施設につい
て、統廃合や用途転換を検討する。
  利用促進策を講じても十分な利用が図れない施設について
は 統廃合や用途転換を検討する

関係各課

効果的な公共施設の有効活用

公共施設の複合化、集約による
再編・整理

検討・実施

検討・随時実施

検討・随時実施
は、統廃合や用途転換を検討する。

d
　利用者ニーズに沿った開館時間の見直しを検討しつつ、施
設に係る収支を明確にし、経費削減に努める。

関係各課施設管理運営の適正化

検討・実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

指定管理者制度の導入

モニタリングの導入

e

　施設の設置目的を効果的に達成するため、民間事業者等が
有するノウハウを活かすことにより、引き続き、指定管理者
制度の活用に努める。
　また、サービス水準の確保のため、利用者や住民からの評
価等を踏まえ、指定管理者の適切な運営の推進を行う。

関係各課
指定管理者制度の活用及び
適切な運営の推進

検討・実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

指定管理者制度の導入

モニタリングの導入

（７）市民にやさしい行政サービスの提供

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 担当課

　窓口を総合化することにより、各種の行政窓口を一箇所で
行う とが き ト プサ ビ 導 を検証すワンスト プサ ビス等

検討・実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

指定管理者制度の導入

モニタリングの導入

a
行うことができるワンストップサービスの導入を検証する。
　また、窓口業務の関係部署による連携強化など、窓口業務
の見直しを図る。

関係各課

b
　市民にとって効果的な行政サービスとは何かを考え、効果
的で効率的な行政サービスへの転換、提供を図る。

関係各課

ワンストップサービス等、
窓口業務の見直し

市民にやさしい行政サービスの提供

検討・実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

指定管理者制度の導入

モニタリングの導入

検討・実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

検討・随時実施

指定管理者制度の導入

モニタリングの導入
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３．市民と行政の新たな関係によるまちづくり

市民と市（行政）が対等な立場で それぞれの役割と責任において行動し 市民の市政への参加や市民と市（行政）が対等な立場で、それぞれの役割と責任において行動し、市民の市政への参加や

連携を通じ、市民と市（行政）との協働によるまちづくりを一層推進していきます。

また、市民や団体が協働による取組みをしやすい環境づくりにも努めます。

市民と市（行政）が対等な立場で、それぞれの役割と責任において行動し、市民の市政への参加や

連携を通じ、市民と市（行政）との協働によるまちづくりを一層推進していきます。

また、市民や団体が協働による取組みをしやすい環境づくりにも努めます。

（１）持続可能な財政運営の推進

普通交付税の合併算定替の特例期間の終了や経済情勢の変化に伴う、厳しい財政状況に的確に対応し、持続可能な財政

（１）市民と行政との協働によるまちづくりの推進
市民を始め自主防災組織や町内会等の自治組織、ＮＰＯなどが積極的に行政に関わることができるよう、市民や団

体・組織の人材育成 活動場所の提供などに取り組むとともに 市職員も各種イベントや町内会活動などの地域活

市民と市（行政）が対等な立場で、それぞれの役割と責任において行動し、市民の市政への参加や

連携を通じ、市民と市（行政）との協働によるまちづくりを一層推進していきます。

また、市民や団体が協働による取組みをしやすい環境づくりにも努めます。

（１）持続可能な財政運営の推進

（２）広報機能の充実強化

普通交付税の合併算定替の特例期間の終了や経済情勢の変化に伴う、厳しい財政状況に的確に対応し、持続可能な財政

運営を目指すための方向性を明らかにするため、引き続き財政運営見通しの作成や財務指標の適正な管理に努めます。

また、財政状況を市民にわかりやすく公表することにより、透明性の高い財政運営を推進します。

（１）市民と行政との協働によるまちづくりの推進
市民を始め自主防災組織や町内会等の自治組織、ＮＰＯなどが積極的に行政に関わることができるよう、市民や団

体・組織の人材育成、活動場所の提供などに取り組むとともに、市職員も各種イベントや町内会活動などの地域活

動に積極的に参加するよう意識改革に努めます。また、パブリックコメント制度や協働のまちづくり行動計画の実

施により市民がまちづくりに参加しやすい環境整備に努めます。

市民と市（行政）が対等な立場で、それぞれの役割と責任において行動し、市民の市政への参加や

連携を通じ、市民と市（行政）との協働によるまちづくりを一層推進していきます。

また、市民や団体が協働による取組みをしやすい環境づくりにも努めます。

（１）持続可能な財政運営の推進

（２）広報機能の充実強化

普通交付税の合併算定替の特例期間の終了や経済情勢の変化に伴う、厳しい財政状況に的確に対応し、持続可能な財政

運営を目指すための方向性を明らかにするため、引き続き財政運営見通しの作成や財務指標の適正な管理に努めます。

また、財政状況を市民にわかりやすく公表することにより、透明性の高い財政運営を推進します。

市政に対する市民の理解を深め、市民と行政の新たな関係によるまちづくりを一層推進するため、広報紙やホーム

ページなどの充実を図ります。

市民への説明責任を果たすとともに、市民への効果的な行政情報の提供を推進するため、新たな情報伝達手段の活

用も検討します。

（１）市民と行政との協働によるまちづくりの推進
市民を始め自主防災組織や町内会等の自治組織、ＮＰＯなどが積極的に行政に関わることができるよう、市民や団

体・組織の人材育成、活動場所の提供などに取り組むとともに、市職員も各種イベントや町内会活動などの地域活

動に積極的に参加するよう意識改革に努めます。また、パブリックコメント制度や協働のまちづくり行動計画の実

施により市民がまちづくりに参加しやすい環境整備に努めます。

市民と市（行政）が対等な立場で、それぞれの役割と責任において行動し、市民の市政への参加や

連携を通じ、市民と市（行政）との協働によるまちづくりを一層推進していきます。

また、市民や団体が協働による取組みをしやすい環境づくりにも努めます。

（１）持続可能な財政運営の推進

（３）公正の確保と透明性の向上

（２）広報機能の充実強化

普通交付税の合併算定替の特例期間の終了や経済情勢の変化に伴う、厳しい財政状況に的確に対応し、持続可能な財政

運営を目指すための方向性を明らかにするため、引き続き財政運営見通しの作成や財務指標の適正な管理に努めます。

また、財政状況を市民にわかりやすく公表することにより、透明性の高い財政運営を推進します。

市が行う行政処分や市民からの届出に関し、公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続制度の適正な運用と

市政に対する市民の理解を深め、市民と行政の新たな関係によるまちづくりを一層推進するため、広報紙やホーム

ページなどの充実を図ります。

市民への説明責任を果たすとともに、市民への効果的な行政情報の提供を推進するため、新たな情報伝達手段の活

用も検討します。

（１）市民と行政との協働によるまちづくりの推進
市民を始め自主防災組織や町内会等の自治組織、ＮＰＯなどが積極的に行政に関わることができるよう、市民や団

体・組織の人材育成、活動場所の提供などに取り組むとともに、市職員も各種イベントや町内会活動などの地域活

動に積極的に参加するよう意識改革に努めます。また、パブリックコメント制度や協働のまちづくり行動計画の実

施により市民がまちづくりに参加しやすい環境整備に努めます。

市民と市（行政）が対等な立場で、それぞれの役割と責任において行動し、市民の市政への参加や

連携を通じ、市民と市（行政）との協働によるまちづくりを一層推進していきます。

また、市民や団体が協働による取組みをしやすい環境づくりにも努めます。

（１）持続可能な財政運営の推進

（３）公正の確保と透明性の向上

（２）広報機能の充実強化

普通交付税の合併算定替の特例期間の終了や経済情勢の変化に伴う、厳しい財政状況に的確に対応し、持続可能な財政

運営を目指すための方向性を明らかにするため、引き続き財政運営見通しの作成や財務指標の適正な管理に努めます。

また、財政状況を市民にわかりやすく公表することにより、透明性の高い財政運営を推進します。

市が行う行政処分や市民からの届出に関し、公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続制度の適正な運用と

監査機能の充実強化などに努めます。

また、情報公開についても一層推進し、市民にわかりやすい行政運営にも努めます。

市政に対する市民の理解を深め、市民と行政の新たな関係によるまちづくりを一層推進するため、広報紙やホーム

ページなどの充実を図ります。

市民への説明責任を果たすとともに、市民への効果的な行政情報の提供を推進するため、新たな情報伝達手段の活

用も検討します。

（１）市民と行政との協働によるまちづくりの推進
市民を始め自主防災組織や町内会等の自治組織、ＮＰＯなどが積極的に行政に関わることができるよう、市民や団

体・組織の人材育成、活動場所の提供などに取り組むとともに、市職員も各種イベントや町内会活動などの地域活

動に積極的に参加するよう意識改革に努めます。また、パブリックコメント制度や協働のまちづくり行動計画の実

施により市民がまちづくりに参加しやすい環境整備に努めます。
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３　市民と行政の新たな関係によるまちづくり

（１）市民と行政との協働によるまちづくりの推進

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 担当課

16

a
　「尾道市協働のまちづくり行動計画」に基づき、協働のま
ちづくりを具体的に推進する。

政策企画課
関係各課

b

　 「尾道市協働のまちづくり行動計画」に基づき、市民を始
め自治組織やＮＰＯなどが、積極的にまちづくりに参画でき
るよう環境整備や支援を行い 地域活動の中心的役割を担う

政策企画課
関係各課

各種団体の育成、支援
市民活動や地域活動のリーダー育成

協働のまちづくり行動計画の推進 検討・随時実施

検討・随時実施b
るよう環境整備や支援を行い、地域活動の中心的役割を担う
人材の育成に努める。

関係各課

c

  職員一人ひとりが、積極的に各種行事・地域活動に参加する
「ワン・ステップ・アクション」を実践し、意識改革に努め
ることで、市民とともにまちづくりへの関心を高め、市民と
市との信頼関係のもと、協働のまちづくりを推進する。

政策企画課
全職員

市民活動や地域活動のリーダー育成

市職員によるワン・ステップ・アク
ションの実践

検討・随時実施

検討・随時実施

実 施
市との信頼関係のもと、協働のまちづくりを推進する。

（２）広報機能の充実強化

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 担当課

検討・随時実施

検討・随時実施

実 施

検討・随時実施a

　市民への説明責任を果たすとともに、市政に対する市民の
理解を深めるため、ケーブルテレビやＦＭラジオなどの活用
を図るとともに、ホームページや広報紙を充実させ、効率よ
く効果的な行政情報の提供を推進する。

秘書広報課
関係各課

多様な情報提供ツールを活用した
広報の充実、強化

検討・随時実施

検討・随時実施

実 施

検討・随時実施

（３）公正の確保と透明性の向上

   実施項目 実施概要 平成26年度 平成27年度 平成28年度 担当課

a
　市が行う行政処分や市民からの届出に関し、公正の確保と
透明性の向上を図るため、行政手続制度の適正な運用に努め 関係各課情報公開の推進

検討・随時実施

検討・随時実施

実 施

検討・随時実施

実 施a 透明性の向上を図るため、行政手続制度の適正な運用に努め
るとともに、情報公開を一層推進する。

関係各課

b

　一般行政事務全般にわたって、その経済性・効率性・有効
性に着眼して実施する行政監査の充実を図る。
　また、工事監査についても、引き続き専門知識のある外部
への委託を行い充実強化を図る。

監査事務局

情報公開の推進

監査機能等の充実強化

検討・随時実施

検討・随時実施

実 施

検討・随時実施

実 施

検討・随時実施

16


