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第4次行政改革での重点取組

具体的な取組項目

１　行財政改革による行財政運営の適正化 － － － － － － － － － 行政改革推
進課

(１)　マネジメントシステムの強化 － － － － － － － － － 行政改革推
進課

第４次行政改革推進計画に基づく具体的な取組項目の中間検証結果

主管課

大項目
中項目

個別計画等 取組内容

小項目（１）

小項目（２）

計画、目標 取組の主管課による検証

④継続に当たって見直すべき点、
留意すべき点（取組方向）

必要性を判断した理由

平成26年度目標(4年間)の
達成見込み

②取組の課題・改善点

区分
補足説明

(達成困難と見込まれ
る理由等)

平成26年度
目標(4年間)

①取組の現状と成果
（取組内容、目標の達成状況、

上位項目に対する取組の有効性や貢献度）

③継続の必要性

必要性
の有無

今後の取組方向

行政改革推進課　ヒアリング結果

第5次行革での
継続の必要性

－

－

【凡例：「平成26年度目標(4年間)の達成見込み」の区分】
Ａ：進捗は順調であり、目標は達成できる見込みである。
Ｂ：課題等により進捗は不十分であるが、目標は達成できる見込みである。
Ｃ：課題等があり目標達成は困難である。

１　戦略的な視点を
持った施策・事業の重
点化

政策協議

重点化する施策、
その施策を具体化
するための主要事
業を選定し、予算
の優先配分がされ
ている状態

すこやかなまちづくりに向け、政策
に基づく施策の推進が図られるよ
う、予算編成前の政策協議によっ
て、重点化する施策及び主要事業
を見直し、翌年度の予算編成に反
映する。

[取組内容]
・毎年度、7月から9月までの間に第5次総合計画の進捗状況の検証と時々の行政課
題の抽出を行い、「重点施策」と最優先に取り組むべき課題として「3つの重点
テーマ」を設定した。
・重点施策と重点テーマは各年度の予算編成方針に反映し、予算編成前の政策協
議では、これらに基づく各部局の翌年度の取組の方向性を協議した。
・予算編成作業において、これらの協議結果を踏まえた施策の重点化と主要事業
の選択を実施し、翌年度の予算に反映した。
・重点化した施策や主要事業については、各年度の「当初予算案の概要」で明ら
かにした。
[目標の達成状況]
・施策の重点化や主要事業の選定を行い、予算の優先配分を行うという取組の目
標は毎年達成されているが、より一層取組の効果を高めるためには、協議結果と
予算編成の関連付けの強化が必要である。
[上位目標に対する有効性や貢献度]
・政策協議は、真に必要なサービスの安定的な提供と将来への価値ある投資の実
現に向け必要な取り組みであることから、実施方法の改善を図りながらより一層
効果的な取組としていくことで、確実にマネジメントシステムの強化につながる
ものと考える。

Ｂ

目標達成は見込まれる
が、毎年度実施結果を検
証し、改善を続けていく必
要があるため。

・政策協議時の指摘事項が解決されな
いまま予算要求が行われる、あるい
は、解決できないため予算化に至らな
いなどの事例もあったことから、協議
結果と予算編成との関連付けを一層強
化する必要があり、フォローアップ体
制の改善及び調整機能を改善していく
必要がある。

「有」

・今後予測される社会経済情勢の変化
や厳しい財政状況の中で、真に必要な
サービスを安定的に提供し、将来への
価値ある投資を実現していく視点が一
層求められることが想定されるため、
施策の重点化と主要事業の選定を進め
る取組は必要である。

・基本的な取組方向の変更は不要だが、協
議結果と予算編成との関連を付けを一層強
化する必要があり、企画部門によるフォ
ローアップ体制と調整機能の改善が必要で
ある。
・一方で、事業主管課が、政策協議を限ら
れた財源の中で市民生活を守るために必要
な施策・事業を選択し、確実に実施してい
くために不可欠なプロセスであると再認識
し、協議結果を確実に反映するよう意識づ
けていくことも必要である。

②
実施方法等
を見直し継
続

・取組項目としては継続
・継続に当たっては、政策
協議の本来の目的や位置付
けを明確にし、協議結果を
政策・施策の重点化に確実
に反映できる仕組みを検討
する必要がある。

○企画政策
課、財政課

２　事業の成果等の評

全ての事務事業を
対象として事業評
価を実施すること

事業評価の実施により、事務事業
を必要性や効率性等の視点で評

・将来の財源不足を見据え、「真に必要なサービスの安定的提供」と「将来への
価値ある投資」に資する取組として、平成22年度に「事務事業の総ざらい」を
行ったほか、その評価手法に準じ、平成23年度、24年度に「事業評価」を実施
し、事業の廃止や改善により、最少の経費で最大の効果を発揮できる事業実施の
道筋を付けることができた。 目標達成は見込まれる

・事業評価結果（改善・廃止等）を踏
まえた新年度予算への反映において、
一部担当課によっては、評価結果に基
づく対応に温度差が見られ、進捗管理

・今後予測される社会経済情勢の変化
や厳しい財政状況の中で、一定のサー
ビス水準の確保と安定的な提供はもと ・事業評価の実施に当たっては、更に踏み

込んだ評価の視点や仕組みを構築するな 実施方法等
・取組項目としては継続
・継続に当たっては、より ○行政改革２　事業の成果等の評

価による事業展開の方
向付け

事業評価 価を実施すること
により、事業展開
の方向付けがなさ
れた状態

を必要性や効率性等の視点で評
価・検証し、事業展開の方向付けを
行う。

道筋を付けることができた。
・事業評価の結果を新年度予算に反映することにより、真に必要なサービスの安
定的提供に資するとともに、行財政運営の適正化に一定の寄与を果たすことがで
きた。
＜平成22年度事業評価＞対象事業数：2,001事業、改善・廃止事業数：404事業
＜平成23年度事業評価＞対象事業数：1,953事業、改善・廃止事業数：317事業
＜平成24年度事業評価＞対象事業数：1,676事業、改善・廃止事業数：256事業

Ｂ
目標達成は見込まれる
が、課題または改善の余
地があるため。

づく対応に温度差が見られ、進捗管理
の一層の徹底に努める必要がある。
・今後は、事業の必要性やサービス水
準の見直しなど、更に踏み込んだ事業
評価の視点や仕組みを構築し、取り組
んでいく必要があると思われる。

「有」
ビス水準の確保と安定的な提供はもと
より、将来への価値ある投資を実現し
ていくためには、事業評価により不断
の事業の見直しを行っていく必要があ
る。

込んだ評価の視点や仕組みを構築するな
ど、将来の健全財政に確実に寄与できる取
組内容としていく必要がある。

②
実施方法等
を見直し継
続

・継続に当たっては、より
徹底した事務事業の見直し
に向けた実施方法等を検討
する必要がある。

○行政改革
推進課、財
政課

(２)　健全財政の推進 － － － － － － － － － 行政改革推
進課

①　効率的で効果的な財政運営 － － － － － － － － － 行政改革推
進課

3　事業の終期の明確化 事業評価

全ての事業につい
て終期が検討さ
れ、終期が設定で
きる事業は、終期
が明確になってい
る状態

事業評価により、事業の目的や成
果を評価・検証した上で、終期の設
定を検討する。

・平成24年度の事業評価の実施により、全ての事業を対象に、事業の必要性や目
的の達成時期を見極め、終期設定の可否を検討した結果、322事業について終期を
設定した。
・事業の終期を明確にしたことから、将来負担の軽減に一定寄与することができ
た。

Ａ
・今後は、設定した終期に向けて、各
事業が着実に進捗するよう管理を徹底
していく必要がある。

「有」

・事業の実施に当たっては、目的・目
標をしっかりと見据え、その達成に向
けて、計画的かつ効果的・効率的に取
り組んでいかなければならない。
・ただ漫然と事業を実施するのではな
く、事業の進捗状況や成果・効果を検
証しながら、事業目的の達成時期(終
期)を明確にしていく必要がある。

－ ②
実施方法等
を見直し継
続

・取組は継続するが、取組
項目2との整理を検討する
・事業評価の中で、終期を
明確にする手法を検討する
必要がある。

行政改革推
進課

－

－

期)を明確にしていく必要がある。

4　各種事業計画の策定 各種整備計
画

整備計画に基づ
き、優先度の高い
事業から実施され
ている状態

道路や学校、保育園といった分野
ごとに、事業の継続性や耐震化、
建築経過年数、避難所指定の有無
等の観点から評価項目を設定した
整備基準に基づく整備計画を策定
し、整備率など地域事情も加味した
上で、事業の優先度を設定し、財
政状況に応じて、優先度の高い事
業から実施する。

・平成22年度に実施した「事務事業の総ざらい」の結果、各施設の整備や修繕に
おいて、統一的な整備基準やそれに基づく市全体を取りまとめた事業計画がない
ため、緊急性が高いにも関わらず整備が先送りにされてしまうケースや地域間に
おいて整備水準の均衡が図られていない事例が顕在化していることが判明した。
・この課題解決に向けた取組を第4次行政改革に位置付けることとし、平成23年度
において、相当数の事業が想定され、計画的に事業を進めなければならない3分
野、10のカテゴリーについて、全市的な視点に立った整備基準に基づき、事業の
優先度を明確にした「各種整備計画(平成24年度～32年度)」を策定した。
・計画策定後は、財政状況に応じ、計画に基づき優先度の高い事業から予算配分
を行っていることから、効率的で効果的な財政運営に一定寄与している。

Ａ － 「有」

・今後ますます厳しさを増す財政状況
を踏まえ、引き続き、優先度の高い事
業から予算配分を行い、事業に着手し
ていく必要がある。
・「各種整備計画」は、平成24年度～
32年度を計画期間としており、必要に
応じてローリングを行いながら、計画
を運用していく。

・新たに策定すべき整備計画の有無を検討
する必要がある。 ① 現行どおり

継続 － 行政改革推
進課
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具体的な取組項目

主管課

大項目
中項目

個別計画等 取組内容

小項目（１）

小項目（２）

計画、目標 取組の主管課による検証

④継続に当たって見直すべき点、
留意すべき点（取組方向）

必要性を判断した理由

平成26年度目標(4年間)の
達成見込み

②取組の課題・改善点

区分
補足説明

(達成困難と見込まれ
る理由等)

平成26年度
目標(4年間)

①取組の現状と成果
（取組内容、目標の達成状況、

上位項目に対する取組の有効性や貢献度）

③継続の必要性

必要性
の有無

今後の取組方向

行政改革推進課　ヒアリング結果

第5次行革での
継続の必要性

5　重複・類似事業の見
直し 事業評価

全ての事業につい
て、重複・類似事
業が検証され、整
理・統合や、所管
の見直しが行われ
ている状態

事業評価の実施により、重複・類似
事業や制度の整理・統合などを行
う。

・平成22年度に実施した「事務事業の総ざらい」の結果、類似事業が複数の課で
実施されていることから、事業の整理・統合の必要性が明らかとなり、第4次行政
改革の取組で対応することとした。
・事業評価の実施により、重複・類似事業を整理し、整理・統合の検討が必要な
事業を抽出するとともに、その結果、整理・統合を行ったことにより、将来負担
の軽減に一定寄与することができた。

Ａ － 「有」

・事務事業の不断の見直しの中で、当
該取組を実施していく必要はあると考
えるが、推進計画の具体的な取組項目
の一つとして位置付けべきかどうかは
検討を要するところである。

－ ②
実施方法等
を見直し継
続

・取組自体は継続するが、
取組項目2との整理を検討
する
・事業評価の中で、重複・
類似事業の見直しを徹底す
る手法を検討する必要があ
る。

行政改革推
進課

6　財政調整基金の活用 財政調整基 基金残高25億円以

多額の一般財源を要する事業の財
源とするため、また、後年度の財政
負担を軽減するため、公債費の繰
上償還や公の施設の再配置等を行
うための経費に対する財源として基

・決算剰余金等を積極的に財政調整基金に積立ててきたことから、引続いた豪雪
や大規模災害に基金を取り崩して対応することが可能となった。また、市債や公
債費に準ずる債務負担行為の繰上償還・返済や公の施設の除却経費などに基金を
充てることにより、将来負担の軽減にも活用している。
・平成24年度は、前年に引き続き、大雪災害に財政調整基金を取崩して対応した
ため、財政計画で計画した年度末残高には不足することとなったが、今後の財政 Ａ

・引続いた災害により、財政計画で設
定した基金残高の確保は困難であった
が、予算執行において生じる不用額の 「有」

・平成27年度以降の財源の減少と平成
32年度以降一本算定となった状態で持
続可能な行財政運営とするため、財政
計画の改定に合わせ、次期行政改革大
綱の期間の中で、公債費の削減に資す

・災害等への対応のため一定額を確保する
ことは当然であり、目標として設定すべき
か検討する。それより、これまで積立てて ① 現行どおり

・不測の事態に備えた財源
としてのみならず、将来負
担を軽減するための財源と 財政課

6　財政調整基金の活用
と確保

財政調整基
金活用計画

基金残高25億円以
上を維持 うための経費に対する財源として基

金を取り崩す一方、災害等不測の
事態に備えるため、標準財政規模
（一本算定ベース）の5%相当額であ
る25億円以上を確保する。

ため、財政計画で計画した年度末残高には不足することとなったが、今後の財政
状況を見据え、平成25年度当初予算では財政調整基金繰入金を計上せずに編成し
た。
・平成27年度から始まる交付税の減額を見据え、引続き一定額を確保しつつ、後
年度負担の軽減につながる事業の財源として活用することにより、平成32年度以
降を見据えた財政の健全化に繋げていく。

Ａ が、予算執行において生じる不用額の
確実な留保等により、平成25年度は現
段階では財政計画値を確保できる見込
みである。

「有」 綱の期間の中で、公債費の削減に資す
る経費、施設の除却経費など、後年度
負担の軽減につながる事業の財源や、
多額の一般財源を要する事業の財源と
して具体的な活用を図ることが必要で
ある。

か検討する。それより、これまで積立てて
きた基金を積極的に活用し、具体的な後年
度負担の軽減に繋げる取組を計画的に実施
する必要がある。

① 現行どおり
継続 担を軽減するための財源と

して、計画的に活用する必
要がある。

財政課

手数料改定
計画

住民サービスの提
供に対する受益者
負担が適時・適正
に見直しされてい
る状態を維持

利用上の不公平、格差が生じない
ように、公平性の確保を図りながら
定期的に手数料の見直し（原価計
算）を行い、受益者負担の適正化
を図る。

・各課に照会した各手数料に係る原価計算の結果を踏まえ、平成23年度に基本方
針（案）のたたき台を作成し、個別の手数料の課題・問題点について協議を進め
たものの、平成24年度に基本方針を策定するまでには至らなかった。
・引続き、手数料のあり方を整理し、適切な改定を行うことにより受益者負担の
適正化を図る。

Ｃ
受益者負担の在り方や課
題の整理等に時間を要し
たため。

・現行計画の課題の意識は、「住民サー
ビスの提供に必要な原価を賄うだけの収
入が得られるような水準となるべきであ
るが、現状では原価を賄うだけの収入に
達していない。」ことが前提となってい
るが、手数料は行政側のコストが直接反
映されるものであり、効率的な事務執行
に努めることももう一方の前提である。
この視点から見た場合、手数料改定によ
り歳入が減額することもあり得る。現
に、各課に依頼した原価計算の結果、現
行手数料を下回る結果となったケースも
見られた。
・手数料は「地方公共団体の手数料の標
準に関する政令」により、戸籍証明等多
くの手数料の標準額が定められているこ
と、建築確認等の手数料のように、県下
一律で定められるものがあるなど、見直
しが可能な手数料は限られている。
・また、廃棄物処理手数料のように廃棄
物の排出抑制に向け政策的に導入した手
数料の場合、全市民が受益者であり、本
来税により処理すべき事務であることを

「有」

・手数料条例の改定を平成26年度に予
定しているが、行政側のコスト軽減や
新たな手数料の発生もあり得ることか
ら、目標として掲げるかどうかはとも
かく、継続した検証は必要である。

・手数料は、特定の受益者に対し、行政側
のコストに見合った経費を徴収するもので
あり、必ずしも歳入増につながるものでは
ないことを前提とすべきである。
・廃棄物処理手数料など政策的に徴収して
いる手数料のあり方は、その導入経緯を踏
まえ、政策的な検証を行い、あるべき姿を
検討すべきである。

②
実施方法等
を見直し継
続

・取組項目としては継続
・継続に当たっては、改定
（見直し）の範囲を検討す
る必要がある。

財政課

7　受益者負担の適正化

来税により処理すべき事務であることを
踏まえ、廃棄物行政のあり方を政策的に
判断すべきものも存在している。

使用料改定
計画

施設サービスの提
供に対する受益者
負担の割合が低い
施設使用料を改定
し、受益者負担の
適正化が図られて
いる状態を維持

施設の維持管理コスト及び受益者
負担の観点から、同種施設毎に標
準施設使用料を設定し、それを基
本として、施設の老朽化度や設備
等の充実度に応じて個々の施設の
使用料を設定し適用する。

・平成25年度供用開始施設については、使用料見直しの基本的な考え方を整理し
た上で、受益者負担の考え方を反映させた使用料設定を行ったが、基本方針の策
定及び既存施設の使用料改定には至っていない。
・受益者負担の考え方を反映させた使用料改定を行うことで歳入を増加させ、上
位項目である効率的で効果的な財政運営、ひいては健全財政の推進に寄与する。

Ｃ
受益者負担の在り方や課
題の整理等に時間を要し
たため。

・第4次行政改革推進計画による年度目
標からは実施が遅れているが、平成27
年度の使用料改定を目指し、施設の維
持管理コストや施設の固有価値（老朽
化度、設備等の充実度等）を踏まえた
改定作業を進めていく予定である。

「有」

・第4次行政改革推進計画に基づく使
用料改定については、平成27年度の改
定を目指していることから、改定後の
検証や減免基準の見直しの検討を行う
ため、引き続き次期行政改革大綱の中
に位置付け、取組を継続していく必要
がある。

・使用料の見直しによって受益者負担を適
正化しても、減免基準の適用により使用料
負担を免れる割合が多くなり、十分な使用
料収入が得られない現状がある。
・そのため、次期計画においては、定期的
な使用料の見直しとともに現行の減免基準
の見直しにも踏み込み、使用料の減免を認
める場合を限定することを検討する必要が
ある。
・また、使用料の改定を行う時期は平成27
年度としているが、消費税率の引き上げ等
の状況により、流動的な側面がある。

②
実施方法等
を見直し継
続

・取組項目としては継続
・継続に当たっては、使用
料の見直しとともに、減免
基準にも踏み込み、見直し
の必要性を含め検討する必
要がある。

行政改革推
進課

8　市債元利償還金の繰
上償還、借換

実質公債費比率
16.0％以下を維持

・市債の繰上償還
・公債費に準ずる債務負担行為の
繰上返済

・補償金免除繰上償還の前提となる「財政健全化計画（延長計画）」の承認を受
け、所要の手続きを進めたが、国が認める当市分の平成24年度繰上償還可能額が
市の予定額を下回ったため、一部の繰上償還を実施できなかった。
・繰上償還額は予定額を下回ったものの、公債費に準ずる債務負担行為の繰上返
済を前倒して実施するなど、公債費等の将来負担の軽減につなげることができ
た。
（H24繰上償還実行額：5,333千円　繰上返済実行額：102,478千円　利子軽減額：
680千円）

Ａ

・高利な市債に係る補償金免除繰上償
還は、配分額が予定額を下回ったため
対象市債全てを繰上償還できず、平成
24年度で制度が終了したことから、残
債は現行金利のまま償還が必要。
・公債費に準ずる債務負担行為の繰上
返済は、相手方の事情もあり、繰上返
済が可能なものは一部に留まっている

「有」

・実質公債費比率は減少傾向にはある
ものの、他の特例市と比較し、依然と
して高い水準にある。公債費の縮減は
政策的経費に回すべき財源の増加を意
味することから、平成32年度以降を見
据え、引続き縮減に努める必要があ
る。
・また、平成24年度に発行した第三セ
クター等改革推進債については、土地

・次期総合計画の方向性及び平成32年度以
降の歳出構造のあり方を見据えながら、固
定的経費となる公債費と投資的経費とのバ
ランスを踏まえた財政計画を構築し、それ
を反映した取組内容とする必要がある。
・現行計画では繰上償還と市債発行抑制等
の2つの取組としているが、今後三セク債
を除くと繰上償還により大きな効果が見込

②
実施方法等
を見直し継
続

財政課

680千円）
・これらの取組の結果、実質公債費比率や将来負担比率も年々減少傾向にあり、
合併時の状況と比較し、財政健全化へ着実に前進している。

済が可能なものは一部に留まっている
が、可能なものは全て繰上返済する予
定。

クター等改革推進債については、土地
開発公社から承継した財産の早期売却
や活用を図り、その歳入を財源として
繰上償還を進め、更なる後年度負担の
軽減に努めなければならない。

を除くと繰上償還により大きな効果が見込
めないことから、実質公債費比率を削減す
る1つの取組に統合することも検討する。

9　通常分の市債発行の
抑制

実質公債費比率
16.0％以下を維持

・普通建設事業等の市債対象事業
を精査
・交付税措置の無い市債発行の抑
制

・通常分の市債残高は、新規発行額を償還額以内に抑えることを原則として予算
編成を行ったことにより、残高は着実に減少し、平成23年度末残高は727億円とな
り総合計画に掲げた目標は達成したものの、平成24年度に土地開発公社の負債を
清算するため第三セクター等改革推進債を173億円発行したことから、平成24年度
末残高は863億円となっている。なお、第3セクター等改革推進債の発行を踏まえ
た平成24年10月改訂の財政計画における平成26年度末の計画値は、850億円であ
る。
・市債残高の減少や予算編成時に適債事業を精査のうえ交付税措置のある有利な
起債を中心に予算化、交付税措置のない豪雪対策債や退職手当債などの発行は実
施しないなどの取組を毎年継続してきたことにより、実質公債費比率や将来負担
比率も年々減少傾向にあり、合併時の状況と比較し、財政健全化へ着実に前進し
ている。

Ａ

・実質公債費比率は、平成24年度まで
は減少傾向第三セクター等改革推進債
の元利償還金の償還が始まる平成25年
度以降増加する。交付税の減額により
分母となる標準財政規模が減少する平
成32年度以降を見据え、公債費縮減に
向けた取組は継続していく必要があ
る。

「有」

・実質公債費比率は減少傾向にはある
ものの、他の特例市と比較し、依然と
して高い水準にある。公債費の縮減は
政策的経費に回すべき財源の増加を意
味することから、平成32年度以降を見
据え、引続き縮減に努める必要があ
る。
・また、平成24年度に発行した第三セ
クター等改革推進債については、土地
開発公社から承継した財産の早期売却
や活用を図り、その歳入を財源として
繰上償還を進め、更なる後年度負担の
軽減に努めなければならない。

・次期総合計画の方向性及び平成32年度以
降の歳出構造のあり方を見据えながら、固
定的経費となる公債費と投資的経費とのバ
ランスを踏まえた財政計画を構築し、それ
を反映した取組内容とする必要がある。
・現行計画では繰上償還と市債発行抑制等
の2つの取組としているが、今後三セク債
を除くと繰上償還により大きな効果が見込
めないことから、実質公債費比率を削減す
る1つの取組に統合することも検討する。

②
実施方法等
を見直し継
続

財政課

公債費等縮
減計画

・「市債元利償還金の繰上
償還」と「市債発行の抑
制」の取組を統合し、市債
発行の抑制に重点を置きな
がら、実質公債費比率を削
減するための取組を継続す
る。

2



資料 3-1
第4次行政改革での重点取組

具体的な取組項目

主管課

大項目
中項目

個別計画等 取組内容

小項目（１）

小項目（２）

計画、目標 取組の主管課による検証

④継続に当たって見直すべき点、
留意すべき点（取組方向）

必要性を判断した理由

平成26年度目標(4年間)の
達成見込み

②取組の課題・改善点

区分
補足説明

(達成困難と見込まれ
る理由等)

平成26年度
目標(4年間)

①取組の現状と成果
（取組内容、目標の達成状況、

上位項目に対する取組の有効性や貢献度）

③継続の必要性

必要性
の有無

今後の取組方向

行政改革推進課　ヒアリング結果

第5次行革での
継続の必要性

10 各種特別会計の必
要性の検証と見直し 事業評価

全ての特別会計に
ついて、必要性の
検討が終了してい
る状態

事業評価により、特別会計の必要
性を検証し、一般会計への統合等
を検討する。

・平成22年度に実施した「事務事業の総ざらい」の結果、事業規模の小さい特別
会計を一般会計化することにより、必要な措置を柔軟に対応できる体制整備が課
題とされた。
・この課題を解決するための取組を第4次行政改革に位置付け、事業評価の実施に
より特別会計の必要性と一般会計化の検討を行うこととした。
・このため、平成23年度の事業評価において、故障による風力発電施設の低い稼
働率を起因とし、一般会計からの繰入が常態化している等の理由から、地球環境
特別会計について一般会計化の可否を検討することとし、担当課（環境保全課）
で検討を重ねてきたが、起債償還期間や第三者に対する収支の分かりづらさなど
の理由から一般会計化には至っていない。
・その他の特別会計については、法令による規定や事業終了時期が明確であるな
ど、一般会計化の必要性はないと考えている。

Ｃ
検討は行ったが、実態を
踏まえ見直しは不要と判
断したため。

－ 「無」

・当該取組については、これまでの検
証により、以下のとおり一定の方向性
を整理したところであり、今後、取組
の必要性はないと考えている。
（地球環境特別会計については、一般
会計化への検討を進めたが、起債償還
が終了する29年度までは見送ることと
した。その他の特別会計については、
整理・統合の必要はないと考えてい
る）

－ ④ 継続しない － 行政改革推
進課

・学校給食調理業務民間委託に関しては、平成19年度に１校から開始し、平成25 ・学校給食調理業務に係る経費は人件 ・学校給食調理業務の民間
11　委託効果が高い業
務への民間等委託導入
の推進

学校給食調
理業務の民
間委託計画

委託実施校27校

学校給食調理業務の民間委託等
について、引続き安全、安心な給
食を提供できるよう、検証しながら
実施していく。

・学校給食調理業務民間委託に関しては、平成19年度に１校から開始し、平成25
年度では人材派遣業務委託を含め21校で実施している。委託実施校については、
立ち入り検査のほか、教育委員会、学校長、学校栄養職員、保護者、受託業者で
構成する学校給食運営協議会で調理業務を確認、検証している。
・人件費等の経費を削減することにより、将来負担の軽減に寄与した。

Ａ
・業務を請け負う業者の開拓を行いな
がら、委託予定校の調理室の設備の改
善や備品の更新を進める必要がある。

「有」

・学校給食調理業務に係る経費は人件
費の占める割合が多く、民間委託によ
る歳出削減の効果が高いことから、今
後も継続して推進していく必要があ
る。

・正規調理員の職員数と小中学校等の調理
室施設設備状況を総合的に勘案するととも
に、委託効果の拡大を図るため、実施校数
の見直しを適宜行っていく必要がある。

②
実施方法等
を見直し継
続

・学校給食調理業務の民間
委託の取組は継続する。
・当該取組以外に民間委託
を進めるべき業務がないか
検討が必要である。

教育総務課

12 事業の改善・廃止
計画の適切な進捗管理

改善・廃止
計画

改善・廃止計画に
基づき、事業の適
切な進捗管理がな
されている状態

事業評価により、事業の評価・検証
を行った上で、今後の事業の方向
性を定め、その結果を改善・廃止計
画に反映するとともに、計画の適切
な進捗管理を行う。

・平成22年度から24年度に実施した事業評価の結果を「改善・廃止計画」に反映
し、計画に基づく各取組の適切な進捗管理を行うとともに、事業評価結果の新年
度予算への反映に努め、必要な事業に所要の予算配分を行った。
・「改善・廃止計画」に基づく事業の適切な進捗管理を行ったことにより、最少
の経費で最大の効果を発揮できる行財政運営に一定寄与することができた。

Ａ
・課題等により取組の進捗が遅れてい
る事業については、進捗管理を徹底し
ていく必要がある。

「有」

・深刻な財源不足や多様化する行政
ニーズに対応した効率的で効果的な財
政運営を行うためには、事務事業の不
断の見直しに取り組むとともに、見直
し結果に基づく適切な進捗管理を行う
ことは不可欠である。

・当該取組については、事業評価の取組の
一環として位置付け、進捗管理を図ってい
きたい。

②
実施方法等
を見直し継
続

・取組は継続するが、取組
項目2との整理を検討す
る。

行政改革推
進課

－ － － － － － － －

公の施設の
再配置計画

約1,000ある公の
施設のうち、概ね
1割の施設が再配
置（統廃合等）さ
れている状態（実
質再配置対象約
600施設）

生活圏内での利用状況などを踏ま
えながら、設置目的がより効果的に
実現できる管理運営形態を検討
し、公の施設の再配置を進める。

・平成23年10月に「上越市公の施設の再配置計画」を策定し、譲渡先や関係地域
協議会等との合意形成を図った上で、譲渡や廃止等を行う取組を進めている。
・平成24年度は53施設の再配置を行い、行財政運営の適正化に一定の寄与を果た
すことができた。

Ａ

・各部局等の発意・主体性に委ねてき
たが、結果として検討・推進体制や意
識にバラつきがあり、進捗に差異が生
じている。
・現在の再配置計画は、評価基準を設
定しているが、カテゴリーごとの方針
やロードマップがないなど具体的な取
組につながる戦略・戦術が整理されて
いない。このため、各部局の主体性に
依存した「できるものからやる」手法

「有」

・今後予測される社会経済情勢の変化
や厳しい財政状況の中で、公の施設の
最適な配置が求められることから、平
成27年度以降も再配置及び長期的な視
点に立った施設の在り方の方針を定め
る必要がある。

・各部局の主体性に依存している現状か
ら、「公の施設の再配置（統廃合、適正配
置）」を組織を挙げて推進する必要があ
る。
・上記の再配置の実施とあわせて、管理運
営の見直しや長期的視点に立った維持管理
の在り方の方針を定める必要がある。

②
実施方法等
を見直し継
続

・取組項目としては継続
・継続に当たっては、施設
の再配置(統廃合等)の実施
と合わせ、施設の計画的な
保全や維持管理の効率化等
もあわせて検討する必要が
ある。

行政改革推
進課

②　公の施設の見直し －

600施設） 依存した「できるものからやる」手法
で進めてきたが、そのやり方ではやが
て行き詰ってしまう懸念がある。

の在り方の方針を定める必要がある。 ある。

保育園の再
配置等に係
る計画

公立保育園数49園
⇒45園

施設の老朽化等に対応するため、
早急に保育園施設の改築を進める
必要があるが、少子化に伴う児童数
の減少や厳しい市の財政状況か
ら、現状のまま改築や新築をするこ
とは困難である。
児童数の将来予測や保育園のあり
方検討委員会の意見書で示された
規模・配置等を踏まえ、保護者をは
じめとする地域住民や私立保育園
等の意見を伺いながら、民営化の
選択も方策の一つとして公立保育
園の統廃合・再編に取り組む。

・児童数が減少し、集団保育が困難になっていた下正善寺保育園について、地域
や保護者の同意が得られたことから、計画を前倒しし、平成24年度をもって廃止
した。
・児童に対しては、認可保育園における集団保育の場や平準的な保育サービスを
提供することができた。また、園の廃止に伴い、17,546千円（H23決算ベース）の
歳出削減を図ることができた。
・谷浜・桑取地区新保育園整備事業では、地域や地権者との課題に対応するとと
もに、用地取得や実施設計、地質調査等を行い、新保育園の整備に向けて進捗を
図ることができた。
・東城保育園の民営化については、社会福祉法人との協議を継続した。

Ａ

・民営化に伴う普通財産の取り扱い等
に関して課題があったが、解決してい
る。
・統廃合に伴い廃止した施設の敷地の
利活用について、検討していく必要が
ある。

「有」

・施設の老朽化や立地状況に応じた災
害リスクへの対応、将来の児童数の減
少等に対応できる保育環境を整えてい
くため、また、今後の厳しい財政状況
を考慮すると、再配置に伴う歳出削減
効果が少なくないと見込めることか
ら、引き続き再配置に取り組んでいく
必要がある。

・再配置の計画を進めるに当たっては、施
設の整備や除却が関連するため、有益な地
方債や補助事業が活用できる期間を考慮し
ていく必要がある。

① 現行どおり
継続 － こども課

14 公の施設の除却計
画の作成による計画的
な施設の除却

公の施設の
除却計画

・活用されていな
い施設が除却され
不必要な維持管理
費が生じない。
・除却後の土地が
適正に利活用され
ている又は売却さ
れている。

・各施設の状況を把握し計画的な
除却を実施して行く。
・除却後の土地の利活用及び売却
についても並行して進める。

・平成23年度に各施設の状況を把握し、除却計画(優先順位化)を策定した。
 ・平成24年度には、計画に登載されている47施設のうち18施設の解体・撤去を実
施した。また、２施設については調査・実施設計を完了し今後の解体工事への準
備を進めた。
・財政状況を見据えた中で、解体可能な施設を実施時期を前倒しし行ったこと
で、施設の維持管理費の削減ができ、財政負担の軽減が図られた。

Ａ

・公の施設の再配置計画等を踏まえた
除却計画の見直しが必要である。
・除却後の土地の利活用及び売却を積
極的に進める必要があるが、地理的条
件などで進捗は思わしくない。

「有」

・用途廃止後の建物は、経年劣化によ
る事故等の発生が危惧されることか
ら、財政状況を見据えながら、計画的
に解体・撤去を実施していく必要があ
る。

・公の施設の再配置計画等を踏まえ、また
除却計画の進捗状況等を見ながら必要に応
じて除却優先度等、計画の見直しが必要で
ある。

① 現行どおり
継続

・施設の除却に当たって
は、跡地利用の考え方も含
め、計画的に進めていく必
要がある。

用地管財課

13　公の施設の利用状
況等を踏まえた再配置
計画の策定と実施

③　第三セクター等の経営改善 － － － － － － － － 行政改革推
進課

15 市の関与度合いが
高い第三セクターの経
営の健全化と今後の方
向性の明確化

第三セク
ターの見直
し方針

第三セクターの経
営基盤が強化さ
れ、持株会社に参
加した子会社の経
営状況が改善され
ている状態（単年
度黒字の計上又は
単年度の赤字幅の
縮減）

市が50％以上出資する会社法法人
を経営統合（持株会社化）し、事業
連携による売上高の増加、共同仕
入れによる売上原価の抑制、人員
の流動化による人件費の抑制など
を行い、経営の効率化を図る

・平成24年10月から第三セクター7社による「持株会社設立準備会」を組織し、持
株会社の設立に向けた準備作業を経て、9月2日に持株会社を設立した。
・今後、持株会社化によるスケールメリットを追求し、第三セクターの損益構造
の改善を行い、経営の効率化が図られる予定である。

Ａ

・Ｈ26年度以降、持株会社化（経営統合）
の効果を検証し、十分な効果が得られて
いない場合にあっては必要な措置を検討
している。
・経営統合に参画していない第三セクター
に関して、十分な指導・助言を行えていな
い状況にある。

「有」

・9月に持株会社が設立され、第三セ
クター7社の経営改善について一定の
道筋が付いたが、設立後も引き続き、
経営の自立を促すための取組を行って
いく必要がある。
・一方で、経営統合に参画していない
第三セクターに関して、経営改善を図
る取組を行っていく必要がある。

・経営統合による効果や改善点について、
十分に検討・検証し、経営の自立を促す必
要がある。
・また、経営統合に参画していない第三セ
クターについて、持株会社への参画や自主
自立による経営強化など、各社の現状を
しっかりと見極めながら、第三セクター等
の経営改善を確実に実施する取組を行う必
要がある。

②
実施方法等
を見直し継
続

・取組項目としては継続
・継続に当たっては、持株
会社による経営統合に参画
していない第三セクターの
経営改善のあり方も含め検
討する必要がある。

○観光振興
課、行政改
革推進課

16　土地開発公社の債
務整理推進のための具
体的な対応策の検討

土地開発公
社の経営の
健全化に関
する計画

土地開発公社の経
営の健全化

公社の経営の健全化
・公社経営健全化計画に基づく支
援措置（平成24年度まで）
保有地の削減（市による買戻し、民
間売却）
借入金利子への補助金による補填
・抜本的な債務整理の研究及び実
施（第三セクター等改革推進債の
活用など

・上越市土地開発公社の経営健全化計画に基づく市の買戻しと民間への売却の実
施及び公社借入金利子への補助。
・第三セクター等改革推進債の借入れにより、公社債務を解消した上で公社を解
散。
三セク債発行額  17,329,100千円
・経営が悪化していた土地開発公社債務を返済したことにより、市が抱えていた
突発的な財政負担の危険性を回避することができ、また借入利息においても、低
利率で借入れできたこと、特別交付税の措置により財源補填されるなど健全財政
の推進に寄与している。
・公社から継承した土地の活用等については、「公有財産売払・貸付計画」に位
置付ける。

Ａ

当初計画どおり、三セク債
を発行し、公社債務を解
消したため、平成24年度
で取組は終了。

　「公有財産売払・貸付計画」に記載
のとおり 「無」 － － ④ 継続しない － ○用地管財

課、財政課

－
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資料 3-1
第4次行政改革での重点取組

具体的な取組項目

主管課

大項目
中項目

個別計画等 取組内容

小項目（１）

小項目（２）

計画、目標 取組の主管課による検証

④継続に当たって見直すべき点、
留意すべき点（取組方向）

必要性を判断した理由

平成26年度目標(4年間)の
達成見込み

②取組の課題・改善点

区分
補足説明

(達成困難と見込まれ
る理由等)

平成26年度
目標(4年間)

①取組の現状と成果
（取組内容、目標の達成状況、

上位項目に対する取組の有効性や貢献度）

③継続の必要性

必要性
の有無

今後の取組方向

行政改革推進課　ヒアリング結果

第5次行革での
継続の必要性

④　公営企業等の経営健全化 － － － － － － － － 行政改革推
進課

－ － － － － － － － 行政改革推
進課

17　未納料金の縮減

平成26年度末未納
金残高
＜ガス＞　39,523
千円（平成22年度
末比　100万円縮
減）
＜水道＞　38,987
千円（平成22年度

財政の健全化及び公平な負担の
原則から、停止処分を継続的に実
施するとともに、料金徴収業務委託

○取組内容
・財政の健全化及び公平な負担の原則から、停止処分を継続的に実施するととも
に、料金徴収業務委託により民間のノウハウも活用しながら、未納金の回収に努
めた。
○目標の達成状況
　平成23年度　平成22年度末比未納金縮減額
　　ガス事業　　　　28万円（目標25万円）
　　水道事業　　　　70万円（〃　10万円）
　　簡易水道事業　▲41万円（〃 5万円）　※大島区あさひ荘倒産による影響額
（47万円）を含む。 Ａ

・未納金の縮減は、調定金額や大口需
要家の支払状況等に大きく影響され 「無」

・事業経営を支える財源の確保と、利
用者負担の公平性の観点から、未納料
金の縮減は必要なことである。
・しかし、平成24年度の料金収納率は
99.7%となっており、他事業者等と比 －

ガス水道局
お客様サー

ガス事業、水道事業、簡易
水道事業

－

－

17　未納料金の縮減 千円（平成22年度
末比　 40万円縮
減）
＜簡易水道＞ 918
千円（平成22年度
末比　 20万円縮
減）

施するとともに、料金徴収業務委託
により民間のノウハウも活用しなが
ら、未納金の回収に努める。

（47万円）を含む。
　平成24年度　平成23年度末比未納金縮減額
　　ガス事業　　 ▲221万円（目標25万円）※大口需要家の支払遅延のため。
　　水道事業　　　 127万円（〃　10万円）
　　簡易水道事業  ▲27万円（〃 5万円）※大島区あさひ荘倒産による影響額
（47万円）を含む。
○上位項目に対する取組の有効性や貢献度
・平成24年度は、大口需要家の営業不振等による支払遅延のため一部目標未達成
とはなっているものの、全体としては未納金縮減により健全経営の維持に貢献す
ることができた。

Ａ 要家の支払状況等に大きく影響され
る。

「無」 99.7%となっており、他事業者等と比
較しても高い水準であり、この水準が
維持されていることから次期計画にお
いては継続しないこととする。

－
ビス課

18　民間活力の導入

民間のノウハウを
活用した方が効率
的である業務につ
いて整理を行い、
事業の効率化が図
られている状態

民間的経営手法の活用について検
討・導入を進める。

○取組内容
　・民間的経営手法を活用した方が効率的である料金徴収業務を委託した。
○目標の達成状況
　・平成23年度から料金徴収業務を委託し、特に収納率の向上において成果が得
られた。
  平成22年度収納率（委託 前年）　現年度99.65％、過年度96.34％
　平成23年度収納率（委託1年目）　現年度99.69％（対前年比+0.04％）、過年度
97.04％（対前年比+0.70％）
　平成24年度収納率（委託2年目）　現年度99.74％（対前年比+0.05％）、過年度
97.48％（対前年比+0.44％）
○上位項目に対する取組の有効性や貢献度
　・経営の健全化には「収入の確保・増加」と「支出の抑制・削減」が必要であ
るが、料金徴収業務を委託することにより、料金収入の確保が図られており、経
営健全化に貢献していると考える。

Ａ

・業務の効率化を追求する場合、「民
間活力の導入」という項目に限定して
いると、委託の他にはあまり手法が考
えられず、本来の趣旨からすると狭義
の意味での業務効率化となっている。
・その他の業務の効率化については、
従来から取り組んできていることか
ら、次期計画の取組項目として盛り込
む場合は、ある程度の見通しが無いと
「検討」するだけで終わってしまう可
能性が高く、次期計画策定時までに見
極めが必要である。

「無」

・ガス水道局では、各区の営業所の統
廃合を進めたほか、上越地域水道用水
供給企業団との統合により、企業団と
の業務の重複化が解消されるなど、組
織の簡素化・効率化を進めた。
・また、業務委託についても、今回の
計画で実施した料金徴収業務委託を始
めとして、浄水場の運転管理業務委託
など委託すべき業務についてはほぼ実
施している状況である。
・これらのことから、不断の努力とし
て事業の効率化は追求していくもの
の、次期計画期間内に具体的な取り組
みを現時点で想定することは困難なた
め、継続はしないこととする。

－

○ガス水道
局総務課、
お客様サー
ビス課

ガス事業・
水道事業・
簡易水道事
業中期経営

③

取組項目の
設定そのも
のを見直し

・公営企業(ガス事業、水
道事業、簡易水道事業)の
経営健全化に向けては、必
要な取組の一部を切り取っ
て掲げるのではなく、それ

19　企業債残高の縮減

＜ガス＞　平成22
年度末比4億2,600
万円縮減
＜水道＞　平成22
年度末比4億4,400
万円縮減
＜簡易水道＞　平
成22年度末比
4,200万円縮減

計画的な財政収支計画の下、企業
債の借入を行う。

○取組内容
　中期経営計画で定めた財政収支計画の下、企業債償還金以内での借り入れを行
い、企業債残高の縮減を図っていく。
○目標の達成状況
　平成23年度末企業債残高
　　ガス事業　　　55億1,895万円（前年度比7,581万円減）
　　水道事業 　　136億2,150万円（前年度比8,156万円減）
　　簡易水道事業　34億4,312万円（前年度比2,641万円減）
　平成24年度末企業債残高
　　ガス事業　　　54億2,683万円（前年度比9,212万円減）
　　水道事業　　 135億1,731万円（前年度比1億419万円減）
　　簡易水道事業　34億2,349万円（前年度比 1,963万円減）
　※各事業ともに前年度残高を上回らない状態となっており、目標を達成してい
る。
○上位項目に対する取組の有効性や貢献度
　・企業債残高を縮減していくことで、将来的な支払利息が軽減されていくこと
から、各事業の経営健全化に貢献している。

Ａ

・大規模な設備投資が予定されていな
い状況下では、計画的に企業債残高を
縮減していくことは可能であるが、今
後、増加していくガス・水道施設管路
の更新に当たっては、経営状況を圧迫
しない程度の企業債借り入れを行う可
能性もあり、結果として企業債残高が
前年度よりも増加する場合も出てくる
ことがある。
・このことから、事業経営の健全性を
チェックする指標としての取組項目は
必要なものの、現行の企業債残高のみ
に焦点を当てた取組項目を改める。

「有」

・公営企業経営の健全性を維持してい
くためには、計画性のある投資・財源
手当てが必要であり、このことから経
営の健全性をチェックする取組項目自
体は継続していく必要がある。

・現行の企業債残高のみに焦点を当てた取
組ではなく、営業収支比率や企業債償還元
金対減価償却費比率など、経営指標的な取
組項目を採用し、より事業経営のチェック
機能を高めていきたい。

ガス水道局
総務課

20 高い金利水準にあ

水道事業及び簡易
水道事業の企業債 水道事業及び簡易水道事業の利

○取組内容
・水道事業、簡易水道事業において高い金利水準にある企業債を国の補償金免除
繰上償還制度を活用して、繰上償還及び借換を行うもの。
・平成23年度は利率6.0%以上、平成24年度は利率5.0%以上の企業債が対象。
○目標の達成状況（繰上償還及び借換を実施したことによる利子軽減額）
　平成23年度　水道事業　　　目標　2,709万円　実績　2,904万円

Ａ

当初計画どおり、国の繰
上償還制度の終了に伴

・国の制度による取組のため、課題及
び改善点は特に無い。
・ただし、ガス事業については繰上償 ・国による補償金免除繰上償還制度に

ついては、平成24年度で終了してお ガス水道局

業中期経営
計画

のを見直し
継続

て掲げるのではなく、それ
ぞれの経営計画とリンクし
た項目を整理した上で設定
する必要がある。

20 高い金利水準にあ
る企業債の繰上償還 における高い金利

水準が解消された
状態

率5.0%以上の企業債を平成24年度
までに解消する。

　　　　　　　簡易水道事業　目標　　399万円　実績　　421万円
　平成24年度　水道事業　　　目標　5,234万円　実績　5,514万円
　　　　　　　簡易水道事業　目標　1,760万円　実績　1,885万円
○上位項目に対する取組の有効性や貢献度
・水道事業、簡易水道事業ともに各年度で目標を上回る実績となり、公営企業等
の経営健全化に資する取組となった。また、支払利息の軽減は収益的収支に直接
的に影響があるため、貢献度は高い。

Ａ 上償還制度の終了に伴
い、平成24年度で取組は
終了。

還制度が無いため、関係団体を通じて
制度要望をしているが、全国的に公営
ガス事業者が少ないことから、実施に
至っていない。

「無」 ついては、平成24年度で終了してお
り、現在、新規の制度見込みは無いた
め、取組の継続は出来ない。

－ ガス水道局
総務課
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資料 3-1
第4次行政改革での重点取組

具体的な取組項目

主管課

大項目
中項目

個別計画等 取組内容

小項目（１）

小項目（２）

計画、目標 取組の主管課による検証

④継続に当たって見直すべき点、
留意すべき点（取組方向）

必要性を判断した理由

平成26年度目標(4年間)の
達成見込み

②取組の課題・改善点

区分
補足説明

(達成困難と見込まれ
る理由等)

平成26年度
目標(4年間)

①取組の現状と成果
（取組内容、目標の達成状況、

上位項目に対する取組の有効性や貢献度）

③継続の必要性

必要性
の有無

今後の取組方向

行政改革推進課　ヒアリング結果

第5次行革での
継続の必要性

病院事業 － － － － － － － － 行政改革推
進課

未納料金縮
減計画 収納率99.5％

低所得者層の患者を多く抱えてい
る実態からすると、医業未収金の発
生はやむを得ない事情もあり、特に
生活困窮者からの医療費の徴収は
困難となっているが、支払相談によ
る分割納付や悪質な滞納者に対す
る訪問収納、訪問督促を積極的に
実施することにより収納率の向上を
図る。

・病院事業会計の経営健全化に資する取り組みとして、上越地域センター病院の
未納料金の縮減を図るため、退院時精算の徹底、支払誓約書の提出及び支払相談
の実施や訪問収納及び訪問督促の実施などに取り組んだ。
・目標には至らなかったが、未納料金縮減計画を遂行するとともに病院の健全経
営に努めた。
＜平成22年度事業評価＞未納料金収納率実績：99.2％
＜平成23年度事業評価＞未納料金収納率実績：98.6％
＜平成24年度事業評価＞未納料金収納率実績：99.2％

Ａ
・長期滞納者への訪問督促回数を増や
すともに、支払相談による分割納付方
法のアドバイス等を行う必要がある。

「有」

・上越地域医療センター病院は地域に
おける慢性期医療の役割を担ってお
り、患者の多くは高齢者などの低所得
者であることから未収金は増加傾向に
あるが、悪質な滞納者に対する督促の
強化等による未収金対策はますます重
要になってきている。
・一方、料金徴収を取り巻く環境は、
長引く景気低迷の影響により大変厳し
い状況になっている。事業経営を支え
る財源の確保と、利用者負担の公平性
の観点から、未納料金の縮減は必要不
可欠であり、事業評価により取組状況

・民間における類似病院等の未収金対策を
調査し、参考にできる対策があれば取組に
盛り込み、病院事業会計の健全化に寄与で
きる取組内容としていく必要がある。

健康づくり
推進課

・公営企業(病院事業)の経

－

可欠であり、事業評価により取組状況
の検証・評価を継続していく必要があ
る。

医師確保計
画 常勤医師10名体制

・医療法に定める医師は一標準数
の7割を割り込むと、入院基本料の
10％が削減されるなど病院経営に
多大な影響を及ぼす。
・医師の確保は病院経営の根幹を
なすことから、大学医局への要請や
関係機関との情報交換、医師間の
つながりを活用するなど、積極的な
招聘活動を進めていく。
※平成23年4月1日現在の医師配
置標準数10.82人→医師数8.52人
（常勤医師数7人＋非常勤医師数
1.52人）、充足率78.7％

・病院事業会計の経営健全化に資する取り組みとして、大学医局への要請や関係
機関との情報交換、医師間のつながりを活用するなどして医師招へい活動に取り
組み、医師の確保に取り組んだ。
＜平成22年度事業評価＞常勤医師数：8名体制
＜平成23年度事業評価＞常勤医師数：7名体制
＜平成24年度事業評価＞常勤医師数：10名体制

Ａ

・医療法に定める医師は一標準数の7割
を割り込むと、入院基本料の10％が削
減されるなど病院経営に多大な影響を
及ぼし、医師の確保は病院経営の根幹
をなすことから、安定的な医師の確保
に努めるため、今後も継続して招へい
活動に取り組む必要がある。

「無」

・医師の安定確保については病院経営
を行っていくうえでは必要不可欠な取
り組みであり、行政改革大綱での位置
づけの必要性はなく、具体的な取り組
み項目である「未納料金の縮減」での
個別計画としても適切ではないと考え
る。

－ 健康づくり
推進課

下水道事業 － － － － － － － － 行政改革推
進課

・事業完了区域において、長期未接続
世帯の多い地域等を接続推進
重点地域として選定し、接続推進員に
よる戸別訪問で接続の推進を図るほ
か、供用開始後3年未満の世帯に対し

・平成24年度使用料収入は、2,113,351千円となり、目標より29,976千円上回り、
水洗化率も92.1％を達成した。
・平成24年度は、ＰＲ強化月間の接続促進活動や生活排水処理推進員の戸別訪問
を実施し、水洗化率の向上に努めた。

・供用開始区域の拡大により、使用料
及び水洗化率は一定程度は増加してい
く。一方、経済情勢（景気、節水意識
の高まり）や社会情勢（人口減少、高

取組項目の
設定そのも
のを見直し
継続

・公営企業(病院事業)の経
営健全化に向けては、必要
な取組の一部を切り取って
掲げるのではなく、それぞ
れの経営計画とリンクした
項目を整理した上で設定す
る必要がある。

－

21　未納料金の縮減 ③

22　使用料の増収

下水道接続
等推進計画
（公共下水
道）

2,150,818千円の
使用料歳入を目指
す。

か、供用開始後3年未満の世帯に対し
ても速やかな接続を推進する。
・事業中及び事業予定区域において
は、関係課と連携し、市民に工
事の完了予定時期等の情報を適宜提
供するなど、供用開始後の速やかな接
続をあらかじめ周知する。
・生活排水が起因する悪臭等の苦情が
多く発生している地域につい
ても重点的に接続を推進する。
・きめ細やかな相談・啓発等を積極的に
行う。（高齢者向け住宅リフォーム制度
の紹介、高齢者支援課との連携等）
・ＰＲ強化月間を設定し、推進活動を重
点的に展開する。
・水洗化率を上げるための方策の一つ
である排水設備設置資金融資
制度の在り方について、接続相談の状
況や平成23年度の新規融資申込者の
状況等を見極め、融資対象期間の設
定について検討を行う。

を実施し、水洗化率の向上に努めた。

○生活排水処理推進員の戸別訪問件数：延べ3,322件
○平成24年度の接続世帯数：800件　うち、生活排水処理推進が訪問した世帯の接
続件数262件（32.77％）

Ａ

の高まり）や社会情勢（人口減少、高
齢化、独居世帯）等に影響されてく
る。

「無」

・接続推進により使用料の増収を図っ
ていく取り組みは、従前から行ってい
るが、今年度から生活排水処理推進員
を1名増員し3名体制で未接続世帯へ戸
別訪問や接続率の低い町内会単位への
説明会を実施している。
・目標は、経済情勢や社会情勢等の変
動要素に影響され、流入量の計画にな
じまないことから継続しないこととす
る。

－ 生活排水対
策課

23 施設管理委託料の
下水道汚泥
減量計画

平成26年度におけ
る発生汚泥量は年
間7,095tが見込ま
れている（平成22
年度比較559t
増）。このため、
発生汚泥量削減に

・全処理場発生汚泥量の約8割を
占める下水道センター（合併前上
越市
に設置）では、消化タンク増設によ
る汚泥ガス化及び遠心脱水機の効
率的活用による減容を図る。
・6か所の浄化センター（浦川原区

・下水道センターでは、汚泥全量の消化タンク投入と遠心脱水機2号機の効率的な
運転により、発生汚泥量の削減目標を達成した。
・浄化センターの汚泥削減については、化学処理方法の減容化技術による装置の
導入費用や効果について検討を行った。

Ａ

・浄化センターの汚泥削減について
は、6か所の浄化センターの中で発生汚
泥量の多い板倉浄化センターにおいて
新減容化装置導入の検討を行ったが、
十分な費用対効果が得られなかった。
新たな処理方法による汚泥減容の検討
は行っていくが、各浄化センターには
汚泥脱水機による一定の汚泥縮減が図

「無」

・下水道センターの発生汚泥量削減に
ついては、現施設での効率的な運転に
より取組目標は達成される見込みであ
る。
・今後は、取り組んだ効率的な運転方
法を継続することにより発生汚泥量を － 生活排水対

取組項目の
設定そのも
のを見直し
継続

・公営企業(下水道事業)の
経営健全化に向けては、必
要な取組の一部を切り取っ
て掲げるのではなく、それ
ぞれの経営計画とリンクし
た項目を整理した上で設定
する必要がある。

③

23 施設管理委託料の
節減

減量計画
（公共下水
道）

発生汚泥量削減に
向けた施設整備と
効率的な処理運転
により262tの汚泥
の減容を図り、汚
泥処理費5,764千
円の節減を図る。

・6か所の浄化センター（浦川原区
などに設置）では、処理規模の違い
から下水道センターと同様な対応
ができないため、水処理工程での
汚泥減容について、各施設規模に
応じた減容方法や費用、効果など
の検討を行っていく。

Ａ られていることから、新たな汚泥の減
容化方法の検討は、さらなる技術開発
による高効率化、省エネ、省力化が課
題である。

「無」 法を継続することにより発生汚泥量を
縮減し、汚泥処理費の増嵩を抑えてい
く必要があるが、維持管理手法が確立
されたこと、また、流入量の増減が不
明であり、計画になじまないことから
継続しないこととする。

－ 生活排水対
策課

5



資料 3-1
第4次行政改革での重点取組

具体的な取組項目

主管課

大項目
中項目

個別計画等 取組内容

小項目（１）

小項目（２）

計画、目標 取組の主管課による検証

④継続に当たって見直すべき点、
留意すべき点（取組方向）

必要性を判断した理由

平成26年度目標(4年間)の
達成見込み

②取組の課題・改善点

区分
補足説明

(達成困難と見込まれ
る理由等)

平成26年度
目標(4年間)

①取組の現状と成果
（取組内容、目標の達成状況、

上位項目に対する取組の有効性や貢献度）

③継続の必要性

必要性
の有無

今後の取組方向

行政改革推進課　ヒアリング結果

第5次行革での
継続の必要性

農業集落排水事業 － － － － － － － － － 行政改革推
進課

24　使用料の増収

下水道接続
等推進計画
（農業集落
排水）

537,365千円の使
用料歳入を目指
す。

・未接続世帯の多い地域等を接続推
進重点地域として選定し、接続推進
員による戸別訪問で接続の推進を図
る。
・きめ細やかな相談・啓発等を積極的
に行う。（高齢者向け住宅リフォーム
制度の紹介、高齢者支援課との連
携）
・ＰＲ強化月間を設定し、推進活動を
重点的に展開する。
・水洗化率を上げるための方策の一
つである排水設備設置資金融資制度
の在り方について、接続相談の状況
や平成23年度の新規融資申込者の

・平成24年度使用料収入は、552,104千円となり、目標より13,936千円下回り、水
洗化率も前年度比0.2ポイント低下の91.5％となった。
・農業集落排水事業は、平成19年度に事業が完了したことにより、新規供用開始
地区もなく、また、定住人口の減少に伴い、使用水量（上水道）が減少したこと
により、使用料の増収に結び付かなかった。
・このような状況の中、新規の接続に努めたものの、人口減に伴い供用世帯数、
接続世帯数が共に減少したことにより、水洗化率も低下した。

○生活排水処理推進員の戸別訪問件数：延べ366件
○平成24年度の接続世帯数：60件　うち生活排水処理推進員が訪問した世帯の接
続件数8件（5.09％）

Ａ

・今後も過疎化により人口減少が続く
と予想されることから、使用料収入の
現状維持すら困難な状況にある。

「無」

・農業集落排水事業は、平成19年度に
事業が完了したことにより、新規供用
開始地区もなく、また、定住人口の減
少が著しく使用料収入の見込みができ
なく、また、流入量の減少が不明であ
り、計画になじまないことから継続し
ないこととする。

－ 生活排水対
策課

や平成23年度の新規融資申込者の
状況等を見極め、融資対象期間の設
定について検討を行う。

25 施設管理委託料の
節減

下水道汚泥
減量計画
（農業集落
排水）

現在3施設で導入
している汚泥減容
装置について経費
削減効果が認めら
れることから、平
成24年度以降計画
的に導入を進め、
汚泥引抜処理費
7,344千円の節減
を図る。

現状の処理方法では、平成26年度
の汚泥量は19,541㎥が見込まれて
いる。このため平成21年度から試験
的に導入を行ってきた汚泥減容装
置について、計画的に導入施設を
拡大し、3,283㎥の減容を図り、汚
泥引抜処理費7,830千円を節減す
る。

・現在搬出している濃縮汚泥は、含水率98.5％と大部分は水であるため、汚泥減
容化装置を導入することにより、汚泥搬出量を減らし、処理費用に対するコスト
縮減を図るもの。
・汚泥減容化は、発生汚泥量が多い処理場ほどコスト縮減効果が大きくなるた
め、流入汚水量に対して発生汚泥量が比較的多い処理場から導入を図ってきた。
・維持管理経費の削減が図られたことから、健全財政への貢献に一定の寄与を果
たすことができた。

＜平成23年度実施処理場＞三郷地区処理場、北諏訪地区処理場、津有北部諏訪地
区処理場　　合計3処理場
＜平成24年度新規導入処理場＞高士東部地区処理場、頸城中部地区処理場
合計5処理場

Ａ

・汚泥減容装置の導入は、汚泥運搬処
理費と汚泥減容装置管理業務委託費と
の比較により導入が判断されることか
ら、発生汚泥量の少ない小規模な処理
場では効果が期待できない。

「無」

・現在取り組んでいる汚泥減容装置
は、汚泥運搬処理費と汚泥減容装置管
理業務委託費との比較により導入が判
断されることから、取組目標は達成さ
れる見込みである。
・今後も導入の効果が期待される施設
もあるが、維持管理手法が確立されて
いること、また、流入量の減少が不明
であり、計画になじまないことから継
続しないこととする。

－ 生活排水対
策課

－ － － － － － － － 行政改革推
進課

・納税者の利便性の向上を図り、納期内納付を促進するため、平成24年度から軽自動
車税のコンビニ収納を導入し、平成25年度から市・県民税及び固定資産税、国民健康 ・納期内収納率の向上を図るため、市

取組項目の
設定そのも
のを見直し
継続

・公営企業(農業集落排水
事業)の経営健全化に向け
ては、必要な取組の一部を
切り取って掲げるのではな
く、それぞれの経営計画と
リンクした項目を整理した
上で設定する必要がある。

－⑤　市が保有する資源を活用し
た歳入確保

③

26 市税等の収納率の
向上

自主財源確
保計画（収
納率向上）

現年課税分収納
率：合計97.80％
・市税　98.49％
・国民健康保険税
92.29％
・保育料
99.07％
・住宅使用料
97.56％

滞納繰越分収納
率：合計18.42％
・市税　19.49％
・国民健康保険税
16.81％
・保育料
19.06％
・住宅使用料
27.68％

・初期滞納者や生活困窮者に対し
ては、きめ細かな納税相談や分割
納付の対応を行うとともに、長期に
わたる滞納者、高額化する滞納者
に対しては、法的手段の行使により
税収の確保を図る。
・平成23年度の目標値は、過去の
収納実績を参考に定め、コンビニ
収納導入に伴う収納率向上や滞納
整理の取組強化により、最終年度
の平成26年度には現年課税分収
納率0.04ポイント、滞納繰越分収納
率0.01ポイント以上向上させる。

車税のコンビニ収納を導入し、平成25年度から市・県民税及び固定資産税、国民健康
保険税に拡大する準備を整えた。
・目標達成のため、きめ細かな納税相談や財産差押等の法的手段を厳正に行使すると
ともに、新たな滞納の発生を抑制するため、平成23年度に市税等の充当基準を見直
し、現年度課税分の徴収を強化した。
・滞納繰越分の一部で目標を達成できなかったが、現年課税分及び滞納繰越分とも
に、合計の収納率は目標を達成していることから、自主財源の確保に一定の寄与を果
たすことができた。

＜平成22年度＞
○現年度課税合計 97.79% (市税 98.53%、国保税 92.22%、保育料 99.13%、住宅使用
料 98.42%）
○滞納繰越分合計 19.01% (市税 20.12%、国保税 17.20%、保育料 20.68%、住宅使用
料 27.17%）
＜平成23年度＞
○現年度課税合計 97.93% (市税 98.66%、国保税 92.81%、保育料 99.21%、住宅使用
料 97.78%）
○滞納繰越分合計 18.13% (市税 19.90%、国保税 15.86%(△0.95%)、保育料
20.95%、住宅使用料 18.69%(△8.99%)）
＜平成24年度＞
○現年度課税合計 98.10% (市税 98.77%、国保税 93.33%、保育料 99.14%、住宅使用
料 99.16%）
○滞納繰越分合計 18.41% (市税 19.50%、国保税 17.17%、保育料 18.33%(△
0.73%)、住宅使用料 18.26%(△9.42%)）

Ａ

滞納繰越分の一部税目で
目標達成は困難と考えら
れるが、全体としては、平
成26年度目標は概ね達成
できると見込まれるため。

・納期内収納率の向上を図るため、市
税におけるコンビニ収納の費用対効果
を検証した上、税外収入におけるコン
ビニ収納の導入について検討する必要
がある。
・納付手段の多様性が加速化する中、
マルチペイメントや指定・指定代理金
融機関以外の口座振替等、時代に即し
た新たな納税環境の整備について検討
していく必要がある。
・納税の啓発活動をはじめ、滞納デー
タの分析等による効果的かつ効率的な
滞納整理の体制を検討するなど、新た
な側面から収納率の向上に取り組む必
要がある。
・市全体の更なる歳入の確保を図る手
段の一つとして、収納課の取扱う債権
の範囲の見直しが考えられるが、シス
テム改修やマンパワーの拡充、執務エ
リアの確保、関連例規の整備等総体的
な再編が必要であり、全庁的な検討が
必要である。

「有」

・自主財源の持続的かつ安定した歳入
を確保し、又、納付義務を果たしてい
る者と果たしていない者との間の公平
性を確保するため、収納率の向上は必
須である。

・目標収納率の設定について、本市のみな
らず、県下20市及び全国特例市の平均収納
率や順位等を基準にするなど、目標数値の
客観性が必要である。

②
実施方法等
を見直し継
続

・取組項目としては継続
・当該取組の実効性を高め
るため、手法だけではなく
体制整備もあわせて検討す
る必要がある。
・目標の設定内容（項目、
考え方）を整理・検討し、
適切な目標を設定する。

収納課

27 不用な資産の売却 公有財産売 平成23年度から26
年度まで累計

・売却可能資産について売却の難
易による優先順位をつけ計画的な

・年次計画により売却を実施している。
　Ｈ22年度　258,219千円
　Ｈ23年度　 19,155千円
　Ｈ24年度　433,675千円（土地開発公社からの承継土地分 325,709千円含む）
・積極的に遊休財産の貸付けを行っている. 現時点で、平成26年度の

・売却可能とされている普通財産に、
公道の消雪用井戸が設置されているな
どの事例があることから、売却・貸付
が可能かどうか再度確認が必要であ
る。

・公の施設の除却計画の実施により、
今後も遊休地化する市有財産が増加す ・普通財産が増加する状況を踏まえ、販売 現行どおり

・当該取組の実効性を高め
るため、具体的な手法もあ27 不用な資産の売却

と貸付

公有財産売
払・貸付計
画

年度まで累計
2,207,330千円の
売却・貸付

易による優先順位をつけ計画的な
売却を進める。
・遊休財産の情報を発信し売却・貸
付を推進する。

・積極的に遊休財産の貸付けを行っている.
  Ｈ22年度　 99,507千円
　Ｈ23年度　 98,709千円
　Ｈ24年度　150,435千円（土地開発公社からの承継土地分40,570千円含む）
　　　　　　　　　　　　※各年度実績数値は決算書数値による
　Ｈ24年度は、土地開発公社からの承継土地を含めた売却・貸付で目標額をクリ
アし、健全財政の推進に寄与できた。

Ｃ
現時点で、平成26年度の
目標額を超えることが困
難と見込まれるため。

る。
・売却可能資産の見極めを行った上
で、境界確認、地積の確定測量を行い
計画的に売却を進めていく。
・過去の取組み状況を踏まえ、有効な
販売促進策を策定する必要がある。

「有」
今後も遊休地化する市有財産が増加す
ることから、利用見込みが無い土地に
ついては積極的に処分（売却・貸付）
していく必要がある。

・普通財産が増加する状況を踏まえ、販売
促進策を策定し売却計画を見直していく必
要がある。

① 現行どおり
継続

るため、具体的な手法もあ
わせて検討する必要があ
る。

用地管財課

自主財源確
保計画（特
定目的基
金）

特定目的基金の適
正水準の確保

特定目的基金を計画的に取り崩
し、当該年度の歳入を確保する。

・社会福祉施設整備基金運用益5,365千円を福祉施設建設事業に充当するなど、平
成24年度執行に活用するとともに平成25年度予算編成においても、計画に基づき
充当財源として活用を図った。
・基金の設置目的に照らし、運用益をそれぞれ事業財源に充当の上、自主財源の
確保に寄与することができた。

Ａ

・各基金は、その使途や、取崩しが出
来ないなど様々な事情があり、計画的
に取り崩すことが困難である。
・計画的に取り崩すこととされている
基金は、その目的に従って毎年度財源
として活用している。

「無」

・特目基金は、その設置目的に沿っ
て、それぞれ運用しており、後年度負
担のために計画的に積み増しを行うも
のでない限り、基金残高は大きく増加
せず、毎年、必要に応じて財源として
活用していることから、歳入確保に向
けた取組としては不要であると考え
る。

－ ④ 継続しない － 財政課

自主財源確
保計画（有
料広告）

広告収入額
9,000千円

広報じょうえつや市ホームページ、
市名入り封筒など各種封筒に有料
広告を掲載する。また、新たな広告
掲載媒体の掘り起こしなど、歳入拡
大につながる取組に努める。

・歳入拡大を図り、自主財源を確保するため、市が保有する資源に有料広告を掲
載している。
・平成23年度、24年度とも広告収入額の目標額は達成している。
・広告収入の獲得により、自主財源の確保に一定の寄与をすることができた。
【広告収入額】
・平成23年度：8,499千円
・平成24年度：8,590千円

Ａ

・更なる歳入の拡大を図るため、新た
な広告掲載媒体の掘り起こしを行う必
要がある。
・広告収入に係る事務については、現
在、広告媒体を所管する課で実施して
いるが、市民への分かりやすさや事務
の効率化の観点から業務窓口の集約を
検討する必要がある。

「有」
・厳しい財政状況を踏まえ、引き続
き、広告収入による歳入確保に取り組
む必要がある。

・歳入拡大を目指し、新たな広告掲載媒体
による広告収入の獲得に向け、調査・研究
等に取り組む必要がある。

① 現行どおり
継続

・当該取組の実効性を高め
るため、具体的な手法もあ
わせて検討する必要があ
る。

行政改革推
進課

28　その他収入の確保
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資料 3-1
第4次行政改革での重点取組

具体的な取組項目

主管課

大項目
中項目

個別計画等 取組内容

小項目（１）

小項目（２）

計画、目標 取組の主管課による検証

④継続に当たって見直すべき点、
留意すべき点（取組方向）

必要性を判断した理由

平成26年度目標(4年間)の
達成見込み

②取組の課題・改善点

区分
補足説明

(達成困難と見込まれ
る理由等)

平成26年度
目標(4年間)

①取組の現状と成果
（取組内容、目標の達成状況、

上位項目に対する取組の有効性や貢献度）

③継続の必要性

必要性
の有無

今後の取組方向

行政改革推進課　ヒアリング結果

第5次行革での
継続の必要性

(３)　組織機構改革 － － － － － － － － 人事課

29 適正な職員定員管
理 職員数　1,973人

・総務省が主宰する研究会が定め
た定員回帰指標との比較や当市の
特殊事情を踏まえた類似団体との
職員数の比較を参考として、真に
必要な職員数を算定し、定員適正
化計画を策定する。
・策定後は、定員適正化の方針に
基づき不断の見直しを行い、職員
の定員を適正に管理する。
（定員適正化の方針）
○事務事業の見直し
○行政組織及び業務執行体制の
見直し

○平成23年10月に定員適正化計画を策定
・総務省の定員回帰指標による試算値や類似団体（特例市）との比較を参考に、人件
費の抑制という観点にも配慮し職員数の比較を参考として、職員数の数値目標を設
定。
・策定後は、定員適正化の方針に基づき不断の見直しを行い、適正な職員の定員管理
を行っているところであり、組織機構改革に寄与している。
＜定員適正化の方針及び実施事項＞
　・職員の意識改革　　　　　　　　　⇒職員行動規範の作成及び運用
　・事務事業の見直し　　　　　　　　⇒事務の能率向上に向けた取組を継続
　・行政組織及び業務執行体制の見直し⇒総合事務所の産業建設グループの試行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施
　・施設の統廃合及び民営化の推進　　⇒公の施設の再配置計画により実施
　・新しい公共の推進　　　　　　　　⇒モデル事業等を検討
　・技能労務職の削減と民間委託の推進⇒技能労務職の退職不補充を継続。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調理業務等の民間委託の推進

Ａ

＜課題＞
・上越地域水道用水供給企業団の採用
（平成25年4月 12人採用）は、定員適
正化計画策定時に想定していない。
・雇用と年金の接続に向け、今後、再
任用の義務化等が想定されている。
・総合事務所産業建設グループの業務
集約の試行状況を検証し、改めて適正
な職員配置を検討する必要がある。

「有」

・今後さらに、持続的・安定的な市民
サービスの提供しつつ、複雑多様化す
る市民ニーズに対応していくには、事
務の能率向上に向けた事務事業や組織
の見直しは欠かせない。
・計画の方針に基づき、施設の統廃合
や民営化、民間委託などの事務事業や
組織の見直しを進めながら職員の適正

・課題等を踏まえた上で、長期的な視点で
定員適正化計画の見直しを検討していく。

人事課

－

・取組項目としては継続
・具体的な内容の検討に当

見直し
○施設の統廃合及び民営化の推
進
○技能労務職の削減と民間委託の
推進
○再任用、臨時・嘱託職員制度等
の活用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調理業務等の民間委託の推進
　・臨時・嘱託職員制度等の活用　　　⇒非常勤職員の任用制度の構築。再任用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職員の拡充
　・部門別の定員管理　　　　　　　　⇒各部の権限を強化

　・定員適正化による職員数の数値目標及び実績
　　　平成24年度　目標2,008人　実績1,992人
　　　平成25年度　目標2,003人　実績1,991人

※このような課題など新たな環境変化
に対応するため、定員適正化計画を見
直す必要がある。

組織の見直しを進めながら職員の適正
な定員管理を行っていく必要がある。

30 木田庁舎・総合事
務所のあり方など組織
機構の見直し

組織機構が簡素で
機能的となってい
る状態

部課等からのヒアリングや新たな行
政需要などを踏まえ、組織機構を
常に点検し、必要に応じて改善す
る。

・平成24年度において、総合事務所産業建設グループの集約について、　議会及
び地域協議会へ丁寧に説明を行なった。
・平成25年4月から13区一斉で総合事務所産業建設グループの集約を試行実施し
た。
・平成26年度からの本実施に向けた取組を進めており、組織機構改革に寄与して
いる。

Ａ

・試行実施の現状を把握しながら、本
実施に向けた具体的な改善を進める必
要がある。
・今後も、さらなるサービスの向上と
事務の効率化を進めていく必要があ
る。
・普通交付税の特例期間が終了し、財
源の大幅な減少に併せて、事務事業の
見直しと定員の適正化を進めていく必
要がある。

「有」

・今後さらに、持続的・安定的な市民
サービスの提供しつつ、複雑多様化す
る市民ニーズに対応していくには、事
務の能率向上に向けた事務事業や組織
の見直しは欠かせない。
・木田庁舎・総合事務所のあり方など
組織機構の見直しを行っていく必要が
ある。

・普通交付税の特例期間が終了することに
よる財源の大幅な減少に併せて、財政計画
と連携を図りながら、事務事業の見直しと
定員の適正化を進めていく必要がある。

人事課

－ － － － － － － － 人事課

31 職員として大切に
すべき価値観・基本姿

職員が職員行動規
範に即した行動を

職員行動規範（上越アクション10）
を市職員の模範的行動とする基本

・平成23年3月に職員行動規範（上越アクション10）を策定し、同年4月から職員
全員で「マイカード・自分アクション」を名札の裏に携帯させ実践した。新規採
用職員については、新規採用職員研修時に、職員行動規範の策定経緯や内容を理
解させた上で取組みを実践し、その他の職員については、新年度に移行するタイ
ミングで更新し実践している。 Ｂ

目標達成は見込まれる
が、課題または改善の余

・職員全員が職員行動規範を認識し、
職員自ら「行動宣言」を行い自己啓発
を行っているが、不適切事務等の根絶
には至っておらず、更なる周知と実践
の徹底が必要である。
・また、法令を順守し、誠実かつ公正 「有」

この規範を職員の模範的行動とする基
本認識を全職員が共有するとともに、
実際の行動を動機付けする取組みを

職員行動規範を浸透させるためは、更に取
組みの強化が必要であり、具体的な方策を 人事課

定員適正化
計画

(４)　人材育成

・具体的な内容の検討に当
たっては、事務事業の見直
し等と事業評価とリンクし
た仕組みをあわせて検討す
る必要がある。

実施方法等
を見直し継
続

②

－

すべき価値観・基本姿
勢の共有

範に即した行動を
とっている状態

を市職員の模範的行動とする基本
認識を徹底しつつ、実践を促す。 ミングで更新し実践している。

・また、各課等には、職員行動規範を職員の視野に入りやすい場所に掲示するよ
う求め、全庁的に周知を行っている。
・その結果、職員として大切にすべき価値観や基本姿勢の共有が進んでいる。

Ｂ が、課題または改善の余
地があるため。

・また、法令を順守し、誠実かつ公正
に、かつ主体的に行動する職員の育成
と組織風土を構築する必要があること
から、課長級を対象としたコンプライ
アンス研修及び階層別研修における事
例研究（上越市の事例）を実施する。

「有」 実際の行動を動機付けする取組みを
行っていく必要がある。

組みの強化が必要であり、具体的な方策を
検討していく。

人事課

32 育成と任用が連動
する人事行政の推進

意欲のある職員に
能力発現の機会が
付与され、任用・
配置の際に見込ん
だとおりの役割を
果たしている状態

・適材適所の人員配置により、職員
個々の有する能力の発現と更なる伸
長を助長する。
・人事異動の基本原則をはじめ、任
用・配置の基本的考え方を職員に明
示することにより、職員個々のキャリア
デザインに実現可能性を付与し、もっ
て、モチベーションの高揚と職員の自
律的な成長を促す。

・平成23年度からの自己申告において、原則、職員全員を対象に上司との育成面
談を必須とした。
・また、平成24年３月に人事異動の基本原則を作成し、任用基準の明確化と昇
任・昇格モデルの明示を行った。
・このことにより、平成24年度からは、任用基準に基づいた配置換えを行い、育
成と任用が連動した人事異動を実施できるようになった。

Ｂ
目標達成は見込まれる
が、課題または改善の余
地があるため。

課としての組織目標と職員個人として
の自己目標について、上司と部下との
間で共通認識を深め、職員の仕事への
充実感や向上心をさらに高めていく必
要がある。

「有」

職員のモチベーションの高揚と職員の
自律的な成長を促すには、任用基準に
基づく配置換えのほか、自己申告制度
や育成面談の継続・改善が必要であ
る。

職員の仕事への充実感や向上心をさらに高
めるため、課としての組織目標と職員個人
としての自己目標を明確に設定するととも
に、その結果について評価を行う。

人事課

33　労務環境の整備

心身ともに健康な
職員が相互に連携
し、チームワーク
を高めつつ、必要
な公務を遂行して
いる状態

・職員の心身の故障を可能な限り未然
に防ぐため、健康診断結果に基づく健
康指導の徹底や職員面談・所属長ヒア
リングなどを通して、メンタルヘルス不
調者の早期発見と対応を強化する。
・管理職等のマネジメント能力を高めつ
つ、時間外勤務はあくまでも例外である
ことを前提とした運用の適正化を推進
することで、職員が心身ともに健康でい
きいきと業務を遂行でき、かつ、ワーク・
ライフ・バランス※にも十分配慮した労
務環境を整える。

・副課長級に昇任した職員を対象に、マネジメントスキルの向上を目的とした階
層別研修を実施した。
・時間外勤務の適正管理に向け、各課等の具体的な方策を確認するとともに、部
の主管課が部内の各課等の状況を常に把握し、必要な調整を行った。
・年2回、課等の長による職員との面談を実施し、期待する役割等について話し合
う場を設定した。
・課等の長や副課長級・係長級を対象とした職階別のメンタルヘルス研修を実施
し、職員の不調への気づきと対応に重点を置いたラインケアの強化を図った。

Ｂ
目標達成は見込まれる
が、課題または改善の余
地があるため。

・各種研修や職員面談等を通して、職
員が心身ともに健康で業務を遂行しや
すい職場環境を整えた。
・また、病気休暇を取得した職員及び
休職となった職員に対して、所属と連
携して職場復帰に向けた細やかな対応
をした結果、全体的には休暇又は休職
の期間が短縮した。
・しかし、メンタルヘルス不調による
休暇は依然として発生しており、職員
の健康管理に配慮したきめ細やかな対
応が必要となっている。

「有」

・全ての職員が、明るく活力に満ちた
状態で職務に臨める職場環境をつくる
ため、取組内容の継続と充実が不可欠
である。

・メンタルヘルス不調を理由とする休暇・
休職を減少させるため、職員とコミュニ
ケーションを図りながら、組織としての業
務マネジメントを強化する。

人事課

・幹部職員の大量退職や職
員数の削減等の課題を踏ま
えた人材育成計画を策定
し、計画に基づく取組を進
めていく必要がある。
・なお、現行計画の取組項
目についてはレベル設定に
バラつきがあるため、人材
育成計画に基づき取組項目

取組項目の
設定そのも
のを見直し
継続

人材育成方
針 ③

応が必要となっている。

34 基礎的な資質・能
力の底上げ

研修で得た基礎知
識・技能が、業務
上での活用の繰り
返しにより定着
し、組織全体のパ
フォーマンスが向
上した状態

職階別研修などを通じて、組織的
に職員の育成・能力開発を推進す
るとともに、職場での業務の実践を
通じた確認・徹底を繰り返す中で、
基礎的な資質・能力の定着と組織
全体の底上げを図る。

【新規採用職員】　　　　　　　　　　　【係長級職員】
　・新規採用時研修　　　　　　　　　　・係長研修（ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｽｷﾙ・ﾋｭｰﾏﾝｽｷﾙ、ﾒ
ﾝﾀﾙﾍﾙｽ）
　・新規採用時研修Ⅱ（接遇研修）　　　・文書作成・言語表現能力向上研修
　・育成指導（OJT）研修　　　　　 　　・フロアーマネージャー
　・新規採用職員後期研修（ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ、ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ）
【主事・主任級職員】                   【管理職（副課長級）職員】
  ・2、3年目研修　　　　　　　　　　　　・管理職研修（新規昇任者対象）
　・一般職員研修第1部（市町村総合事務組合）
　・一般職員研修第2部（市町村総合事務組合）【課長級職員】
【主任級職員】　　　　　　　　　　　　　　　・課長級職員マネジメント研修
　・主任研修（問題解決・キャリアデザイン）　・交通安全研修
　・中堅職員研修（H24年度開催）

Ｂ
目標達成は見込まれる
が、課題または改善の余
地があるため。

定員適正化計画に基づく組織のスリム
化や幹部職員の大量退職、不適切な事
務処理を生む組織としてのリスクマネ
ジメント力の不足など、当面する課題
に対応することが必要であり、特に今
後（Ｈ26～30）は、効率的・機動的組
織運営への阻害要因が集中することか
ら、これらの課題を改善するための行
動計画として、「上越市人材育成5か年
プログラム」を作成し、実践すること
が必要となる。

「有」

職階別研修を通じて、組織的に職員の
育成・能力開発を推進し、職場におい
て必要な基礎的な資質・能力の定着と
組織全体の底上げが必要である。

基本的に現在の基礎・階層別のカリキュラ
ムを継続することとするが、組織を取り巻
く状況に必要な内容に見直していく必要が
ある。

人事課

35　専門性の伸長・特
定専門分野のキーマン
育成

自己啓発や専門知
識習得に向けた取
組意識が高まり、
習得した知識・技
能をそれぞれの強
みとして、業務遂
行に生かしている
状態

自身の専門性を伸ばそうとする意
欲のある職員に、能力の発現と伸
長のための機会を付与するととも
に、専門性の向上に資する多様な
学習等の活動を支援する。

・外部機関が実施する専門的な研修や長期派遣研修を実施し、職員の専門的な知
識や技術の向上に繋がった。
自己啓発に伴う支援制度は、支援対象を広げるなど使いやすい制度へと見直し、
自己研修やグループ研修の支援を実施した。
【専門研修受講者実績】
　 H23：46人　　Ｈ24：21人
【長期派遣者数（業務、災害を除く）】
　 Ｈ23：4人　 　Ｈ24：4人　　Ｈ25：6人
【自己啓発等実績（個人、グループ）】
　 Ｈ23：30人、1グループ　　Ｈ24：23人、2グループ

Ａ

・行政課題の高度化に伴い、それぞれ
の行政分野に高い専門性を有する職員
を配置する必要がある。また、職場に
おける専門性の伝播や後継者の養成に
ついても対策を講じる必要がある。

「有」
今後、組織のスリム化等に伴い専門的
な知識や技術の習得に向けた活動の支
援が必要である。

－ 人事課

育成計画に基づき取組項目
を整理していく必要があ
る。
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資料 3-1
第4次行政改革での重点取組

具体的な取組項目

主管課

大項目
中項目

個別計画等 取組内容

小項目（１）

小項目（２）

計画、目標 取組の主管課による検証

④継続に当たって見直すべき点、
留意すべき点（取組方向）

必要性を判断した理由

平成26年度目標(4年間)の
達成見込み

②取組の課題・改善点

区分
補足説明

(達成困難と見込まれ
る理由等)

平成26年度
目標(4年間)

①取組の現状と成果
（取組内容、目標の達成状況、

上位項目に対する取組の有効性や貢献度）

③継続の必要性

必要性
の有無

今後の取組方向

行政改革推進課　ヒアリング結果

第5次行革での
継続の必要性

－ － － － － － － － 自治・地域
振興課

(１)　近隣社会における共生 － － － － － － － － 自治・地域
振興課

36 地域課題を自らの
こととして考えるきっ
かけづくりのための地
域活動支援事業の実施

地域活動支
援事業計画

身近な地域におけ
る課題の解決を図
り、またはそれぞ
れの地域の活力向
上のための提案事
業の件数を増やす
とともに適切な支
援により地域活動
団体の自立性が高

地域活動資金を28の地域自治区に
配分し、身近な地域における課題
の解決を図り、またはそれぞれの地
域の活力向上のため、市民の発意
により実施する事業について支援
を行い、地域自治区を活性化する
ための手立ての一つとして取り組
む。

・地域課題を自らのこととして考えるきっかけづくりとして地域活動資金を28の
地域自治区に配分し、市民の発意により実施する事業について支援を行う地域活
動支援事業を実施した。
・地域の課題解決、地域の活力向上に資する取組が推進された。
<平成22年度採択件数、採択金額>　採択件数：284件、採択金額173,408（千円）
<平成23年度採択件数、採択金額>　採択件数：344件、採択金額221,673（千円）
<平成24年度採択件数、採択金額>　採択件数：389件、採択金額215,122（千円）
<平成25年度採択件数、採択金額>　採択件数：284件、採択金額160,123（千円）

Ａ

・地域の課題解決や地域の活力向上に
取り組める仕組みや、地域社会を支え
る「新しい公共」につながる仕組づく
りを再検討する必要がある。

「有」

今後益々重要となる「地域活動」、
「新しい公共」、「自主自立」を促進
し、地域自治区制度をより進化させて
いくためには、本事業を有効活用する
ことにより、地域活動を活性化させて
いく必要がある。

・今後より一層、地域活動の発展と定着を
促すとともに、地域振興を図るために事業
費、補助率、事業内容など本事業を総合的
に見直す必要がある。

②
実施方法等
を見直し継
続

・これまでの取組を検証し
た上で、事業内容を見直す
必要がある。
・なお、自助・共助の機運
醸成に向け、地域コミュニ
ティ活性化の視点から項目
設定の内容もあわせて検討
する必要がある。

自治・地域
振興課

２　市民社会へのアプローチによる「新
しい公共」の創造 －

－

団体の自立性が高
められる環境を整
える。

む。
<平成25年度採択件数、採択金額>　採択件数：284件、採択金額160,123（千円）
（H25年7月現在） する必要がある。

(２)　多様な市民活動 － － － － － － － － － 共生まちづ
くり課

37 市民がボランティ
ア等に参加しやすい環
境整備

ボランティアに関
する情報を随時提
供することがで
き、かつ、ボラン
ティア活動に参加
しやすいような多
様な参加パターン
のボランティアメ
ニューが増え、市
民がボランティア
活動に参加しやす
い状態にする。

・広報紙やホームページ等を活用
し、多様で参加しやすいボランティ
アメニューを紹介するとともに、ボラ
ンティア本来の意義やボランティア
活動に参加した感想など、関連情
報を発信することで、ボランティア活
動への市民参加を促進する。
・小中学校でボランティアに関する
学習の機会を設けるなど、児童生
徒に向けた普及啓発活動を行う。

・ボランティア活動への市民参加を促進するため、23年度と24年度に児童生徒に
対する情報充実のためのボランティア情報に関するチラシやポスターを小・中学
校に配布したほか、24年度には市民向けのボランティア体験ツアーを実施した。
＜ボランティアセンターを介してのボランティア活動件数＞　23年度201件※、24
年度81件
※23年度は社会活動参加促進コーディネーター2人をセンターに配置し、ボラン
ティアコーディネート等の業務を行ったため、活動件数が多かった。
＜ボランティア活動について学んだ小中学校数＞　23年度7件、24年度2件
・ＮＰＯ・ボランティアセンターを介した活動件数は減っているものの、23年度
にボランティアや市民活動団体の情報を発信するホームページ「ハンドシェイ
ク」を開設し、市民がボランティアに参加しやすい環境整備を図ったことによ
り、多様な市民活動の広がりに寄与することができた。
＜ホームページのアクセス件数＞　23年度1,195件（24年2月開設）、24年度
12,289件

Ａ

・24年度にＮＰＯ・ボランティアセン
ターに関する市政モニターのアンケー
トを実施した結果、センターの認知度
が低いことが判明したため、継続的に
施設の利用促進に向けた周知を行うと
ともに、ボランティアに対する市民意
識の醸成を図っていく必要がある。

「無」

・市民社会へのアプローチによる「新
しい公共」の創造に寄与するため、引
き続き、ＮＰＯ・ボランティアセン
ターの利用促進に向けた啓発を行うと
ともに、自主的・自発的な市民のボラ
ンティア活動を推進する必要がある。
・公益的なボランティア活動を推進す
るためには、市民や町内会、ＮＰＯ法
人等との連携を図りながら、ボラン
ティアコーディネート等の支援を行う
とともに、広報紙やホームページ等を
活用し、多様でタイムリーなボラン
ティア情報を発信することで、新たな
活動の担い手を増やしていく必要があ
る。
・上記は、市民がボランティア等に参
加しやすい環境整備の取組の一つとし
て、継続的に取り組むこととして記載
したものであるが、推進計画として継
続の必要性については疑義がある。理
由については、右記の「④継続に当
たって見直すべき点、留意すべき点」

・単なる数値による管理ができないものと
考える。単純に行政が取り組んだ状態のみ
を取組件数などで表すのでは、市民という
相手がある取組の中で、行政の主観的な効
果測定でしかない。さらに、目標達成の評
価では、単年度で結果を出したり、効果を
評価できるものではない。行政と市民との
関係性の下で進める取組において、目標を
客観的指標として表現すること自体難しい
のが現実。
・行政改革大綱に「新しい公共」の考え方
や行革の進め方の視点として記載していく
ことは想定できるが、個別計画としてこの
ことを取り出すことには限界があるものと
考える。

共生まちづ
くり課

・現行計画の取組項目につ
いてはレベル設定にバラつ
きがある。

たって見直すべき点、留意すべき点」
に記載する。

38　ＮＰＯ・ボラン
ティア等市民団体の公
益的な活動の支援

市民活動団体が市
民から理解され、
活動が安定してい
る状態

市民活動団体等への市民の理解
が深まるとともに、支援を通じて安
定的に活動するための体力を備え
るよう、団体等の情報を広く発信で
きる仕組みを構築する。

・ＮＰＯ・ボランティア等市民団体の公益的な活動を支援するため、23年度に
ホームページ「ハンドシェイク」を開設し、市民活動団体の情報発信等を行った
ほか、24年度に市民対象のボランティア体験ツアーを実施し、ＮＰＯ法人の活動
現場を視察・体験することで、市民活動団体等の取組に対する理解を深めた。
＜ボランティア体験ツアー参加者数＞　24年度 18人
・市民プラザ内の市民活動室や印刷室など、活動の場を提供することで、様々な
分野の市民活動を支援した。

Ａ

・多くの団体が、活動の担い手となる
後継者不足を課題としていることか
ら、多様で公益的な活動を行う団体に
対し、継続的かつ安定的に活動するた
めの支援が必要である。

「無」

・市民の価値観の多様化や少子・高齢
化の進展、今後の厳しい財政状況を踏
まえ、新しい公共の担い手となる市民
活動団体等を支援するため、広報紙や
ホームページ等での活動のＰＲのほ
か、市民活動室など活動の場を提供
し、豊かで活力ある地域社会の創造を
推進する必要がある。
・自立した地域社会の構築と、市民の
意欲が地域に活かされる機会の拡大を
図るため、教育、文化、福祉、環境な
ど様々な分野において、公益的な活動
を行う市民活動団体等の取組を広げて
いく必要がある。
・上記は、NPO・ボランティア等市民
団体の公益的な活動の支援の一つとし
て、継続的に取り組むこととして記載
したものであるが、推進計画として継
続の必要性については疑義がある。理
由については、右記の「④継続に当
たって見直すべき点、留意すべき点」
に記載する。

・単なる数値による管理ができないものと
考える。単純に行政が取り組んだ状態のみ
を取組件数などで表すのでは、市民という
相手がある取組の中で、行政の主観的な効
果測定でしかない。さらに、目標達成の評
価では、単年度で結果を出したり、効果を
評価できるものではない。行政と市民との
関係性の下で進める取組において、目標を
客観的指標として表現すること自体難しい
のが現実。
・行政改革大綱に「新しい公共」の考え方
や行革の進め方の視点として記載していく
ことは想定できるが、個別計画としてこの
ことを取り出すことには限界があるものと
考える。

共生まちづ
くり課

きがある。
このことを踏まえ、「新し
い公共」や協働を推進して
いくことに向け、必要な取
組の一部を切り取って掲げ
るのではなく、総合的・体
系的に整理した上で、具体
的な取組項目として設定し
ていく必要がある。

ボランティ
ア活動等促
進計画

取組項目の
設定そのも
のを見直し
継続

③
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資料 3-1
第4次行政改革での重点取組

具体的な取組項目

主管課

大項目
中項目

個別計画等 取組内容

小項目（１）

小項目（２）

計画、目標 取組の主管課による検証

④継続に当たって見直すべき点、
留意すべき点（取組方向）

必要性を判断した理由

平成26年度目標(4年間)の
達成見込み

②取組の課題・改善点

区分
補足説明

(達成困難と見込まれ
る理由等)

平成26年度
目標(4年間)

①取組の現状と成果
（取組内容、目標の達成状況、

上位項目に対する取組の有効性や貢献度）

③継続の必要性

必要性
の有無

今後の取組方向

行政改革推進課　ヒアリング結果

第5次行革での
継続の必要性

３　市民と行政の協働 － － － － － － － － 共生まちづ
くり課

39 協働を提案しやす
い仕組みの構築

地域の課題や公共
の課題に対し、市
民と行政が協働し
て、その解決に向

地域の課題や公共の課題に対し、
市民が行政と協働して取り組む際
に相談できる窓口を明確にするとと
もに、市民と行政が協働して公益事

・当初の推進計画では、23年度に協働提案制度の構築を予定し、他の自治体の取
組を参考に検討してきたが、「協働を提案しやすい仕組み」のあり方を改めて検
討する必要が生じたため、24年度から26年度までの計画の見直しを行った。
・24年度にＮＰＯ、市民活動団体及び13区住民組織との意見交換を行い、市職員
への協働に関する意識啓発や現行制度の活用等により協働しやすい環境整備を進
めるとともに、地域の課題解決に向けた取組を紹介した「新しい公共事例集」を
発行し、市民への意欲喚起を図ったことにより、市民と行政との協働の推進に一

Ａ

・急速に人口減少が進んでいる中山間
地域などの一部の地域では、地域コ
ミュニティの維持が困難な状況にある
ため、縁故者等による支援のほか、市 「無」

・今後予測される人口減少や厳しい財
政状況の中で、行政サービスだけでは
地域コミュニティを維持・向上させる
ことは困難な状況にあるため、地域の
課題解決や活力向上に向けて、様々な
分野で活動する個人や団体等との協働
の取組を促進する必要がある。
・地域の課題解決に向けた「市民と行
政との協働の取組」を広げるため、職
員研修等の実施により、職員一人一人
の意識の醸成を図るとともに、職員に
よる出前講座等の実施を通し、市民へ

・当初は「協働を提案しやすい仕組み構
築」や「協働の場づくりのためのモデル事
業」は、仕組みや制度を作ることに特化し
た計画であったが、協働を枠にはめたり、
その取組を限定する恐れがあることから、
見直した経緯がある。
・「新しい公共」が目指すものは、市民が
地域や公共の課題を自発的・主体的に解決
する地域社会の創造にあることから、まず
市民と行政との間で共通の認識を持つこと
が優先されるべきものであり、その上で市
民と行政がパートナーとなり良質な公益的
サービスが展開されることに意義があるも

共生まちづ
くり課

－

い仕組みの構築 て、その解決に向
けて取り組んでい
る状態

もに、市民と行政が協働して公益事
業を実施することで、その効果を高
め継続的な地域活動を実現する。

発行し、市民への意欲喚起を図ったことにより、市民と行政との協働の推進に一
定の寄与を果たすことができた。
＜事例集の配布・周知＞
　24年度　1,100部（市民活動団体、住民組織、町内会等へ配布したほか、広報紙
及び市ホームページに掲載）

ため、縁故者等による支援のほか、市
民活動団体や近隣町内会等との協働に
よる支援の取組が必要である。

よる出前講座等の実施を通し、市民へ
の意識啓発を継続的に行う必要があ
る。
・上記は、協働を提案しやすい仕組み
の構築を図るため取り組む必要がある
ものとして記載したものであるが、推
進計画として継続の必要性については
疑義がある。理由については、右記の
「④継続に当たって見直すべき点、留
意すべき点」に記載する

サービスが展開されることに意義があるも
のと考える。
・いずれにしても、市民という相手があ
り、行政だけの取組ではないものを数値と
して管理したり、市民の自発的、主体的な
行動を短期間で評価していくことは適切で
はない。
・行政改革大綱に「新しい公共」の考え方
や行革の進め方の視点として記載していく
ことは想定できるが、個別計画としてこの
ことを取り出すことには限界があるものと
考える。

40　協働の場づくりの
ためのモデル事業の実
施

上越市における協
働のモデル的な事
業が実施され、市
民や職員にとっ
て、地域の課題や
公共の課題の解決
に向けた市民と行
政の協働による取
り組みが参考にさ
れている状態

・「新しい公共の場づくりのための支
援事業（県の補助事業）」の実施。
・新しい公共の場づくりのための支
援事業や地域活動支援事業にお
け
る成果等を踏まえ、新しい公共に資
する上越市の協働の姿となるような
モデル事業を実施し、市民に広く
周知する。

・「新しい公共の場づくりのための支援事業（県補助事業）」及び「地域活動支
援事業」の取組内容を検証し、上越市における協働の姿（モデル）を検討した結
果、新しい公共における協働のあり方を改めて検討する必要が生じたため、25年
度から26年度までの計画の見直しを行った。
・市民と行政との協働による取組を拡充するため、25年度に市内の協働事例の調
査を行い、協働の取組を紹介した「新しい公共」事例集（第2集）を発行し、市民
への普及啓発を図ることとした。

Ａ

・急速に人口減少が進んでいる中山間
地域などの一部の地域では、地域コ
ミュニティの維持が困難な状況にある
ため、縁故者等による支援のほか、市
民活動団体や近隣町内会等との協働に
よる取組の支援が必要である。

「無」

・協働モデル事業を実施した場合、新
しい公共に向けた協働を枠にはめるこ
とにつながり、協働に関する取組が限
定的・排他的になること等が懸念され
ることから、取組内容を見直し、既存
組織の中での体制づくりや現行制度の
活用で協働しやすい環境整備を進める
とともに、「新しい公共」事例集（第
2集）の発行により市民への周知や意
欲喚起を図ることとした。
・なお、推進計画として継続の必要性
については疑義がある。理由について

・当初は「協働を提案しやすい仕組み構
築」や「協働の場づくりのためのモデル事
業」は、仕組みや制度を作ることに特化し
た計画であったが、協働を枠にはめたり、
その取組を限定する恐れがあることから、
見直した経緯がある。
・「新しい公共」が目指すものは、市民が
地域や公共の課題を自発的・主体的に解決
する地域社会の創造にあることから、まず
市民と行政との間で共通の認識を持つこと
が優先されるべきものであり、その上で市
民と行政がパートナーとなり良質な公益的
サービスが展開されることに意義があるも
のと考える。
・いずれにしても、市民という相手があ
り、行政だけの取組ではないものを数値と
して管理したり、市民の自発的、主体的な

共生まちづ
くり課

取組項目の
設定そのも
のを見直し
継続

・現行計画の取組項目につ
いてはレベル設定にバラつ
きがある。
このことを踏まえ、「新し
い公共」や協働を推進して
いくことに向け、必要な取
組の一部を切り取って掲げ
るのではなく、総合的・体
系的に整理した上で、具体
的な取組項目として設定し
ていく必要がある。

③協働促進計
画

れている状態 については疑義がある。理由について
は、右記の「④継続に当たって見直す
べき点、留意すべき点」に記載する。

して管理したり、市民の自発的、主体的な
行動を短期間で評価していくことは適切で
はない。
・行政改革大綱に「新しい公共」の考え方
や行革の進め方の視点として記載していく
ことは想定できるが、個別計画としてこの
ことを取り出すことには限界があるものと
考える。
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