
平成２７年度～平成２８年度　第３次山梨市行財政改革大綱に基づく推進計画書（具体的取組み）総括表

ＮＯ 担当課・関係課 基本目標 課題項目 実施事項 改革の目的及び手法 年度
上半期

具体的取組と成果
下半期

具体的取組スケジュール
当該年度の

具体的取り組み内容
当該年度の取組の成果

年度別推進計画
に対する達成度

次年度における
推進計画の見直しの有無

有の場合はその内容

27

○平成28年度主要事業ヒアリン
グを政策担当と実施。また、扶助
費、補助費及び繰出金について
は、関係各課から10年間の推計
値を再試算し、5年間の歳出フ
レームの試算に必要となる基礎
数値の収集を行った。

○10月中に平成28年度主要事
業となる実施事業の有無を確定
させる。
○10月末日までにH27歳入歳出
決算見込値を確定し、H28から
H32まで5年間の財政収支見込
みを作成する。
○11月下旬までに議会等へ説明
し、公表するものとする。

○7月21日に行政経営の基本的
な考え方（依命通達）に基づき示
された明年度主要事業につい
て、関係課と調整を行い、11月4
日付けで実施規模を確定し通知
した。
○H28からH32までの5年間の財
政収支見通しを10月末までに作
成完了し、11月26日議会全員協
議会において説明、その後、HP
等で公表した。
○平成27年度は、合併後10年と
いう節目となり、過去10年間の決
算分析を行った。

○明年度主要事業については、
9月に策定した「総合戦略」に関
連し、普通建設事業以外の創生
戦略経費を確認し、予算編成過
程でスムーズに体系確認するこ
とができた。
○過去10年間の決算分析を実
施することで、自主財源比率は
微増であるものの、大幅な増加
は期待できない等、中期的な決
算の傾向が把握できたので、今
後の予算編成の考え方に反映
することができた。

Ａ 無

28

○平成29年度主要事業ヒアリン
グを政策担当と実施。また、扶助
費、補助費及び繰出金について
は、関係各課から10年間の推計
値を再試算し、5年間の歳出フ
レームの試算に必要となる基礎
数値の収集を行った。

○10月中に平成29年度主要事
業となる実施事業の有無を確定
させる。
○10月末日までにH28歳入歳出
決算見込値を確定し、H29から
H33まで5年間の財政収支見込
みを作成する。
○11月下旬までに議会等へ説明
し、公表するものとする。

○8月1日に行政経営の基本的
な考え方（依命通達）に基づき示
された明年度主要事業につい
て、関係課と調整を行い、10月
21日付で実施規模を確定し通知
した。

○明年度主要事業については、
「総合戦略」に関連し、普通建設
事業以外の創生戦略経費を確
認し、予算編成過程でスムーズ
に体系確認することができた。

Ａ 無

27

○水道ビジョンにおける平成28
年度からの財政計画作成中。
〇地方公営企業制度の改正に
より平成26年度決算の検証を
行った。

○地方公営企業会計制度の改
正に伴い26年決算・27年度予算
等も含め、平成28年度予算構成
に向け中長期計画の見直しを行
う。

○中期の財政収支について、水
道ビジョン（平成27年度策定）中
で、中長期財政計画は策定。
〇地方公営企業制度の改正に
より平成26年度決算の検証を
行った。

○検証の結果、会計の健全化に
向け平成28年度に料金改定を行
うため、審議会を開催する予定と
した。 Ａ 無

28

○企業会計（上水道）平成27年
度決算を基に中長期財政計画
の検証を行った。

○平成27年度決算及び平成28
年度の予算執行状況等を踏ま
え、平成29年度予算構成に向け
中長期計画の見直しを行う。

○企業会計における平成27年度
決算を行い中長期財政計画との
検証を行った。
○水道審議会を開催し、水道経
営の内容説明を行い、水道料金
において料金改定もやむを得な
いものと考えるとの答申をいただ
いた。

○審議会の答申を受け、平成29
年度に料金改定を予定すること
とし、会計の健全化を図ることと
した。

Ａ 無

27

○健全な財政運営のための取
組として、転入者に申し込み用
紙を送付して加入の勧奨を行っ
た。

○決算の結果を反映させた事業
の見直し。
○次年度の会員募集。

○転入者に申し込み用紙を送付
して加入の勧奨を行った。
○山梨市交通・火災災害共済審
査委員会を開催し、年々増加す
る基金について有効な活用策を
検討するよう意見をいただいた。
また、加入方法の見直しや加入
金額の見直しなどを提言されて
いる。

○これまでの加入状況等を検証
し、制度見直しへの検討に着手
した。
○加入促進事業を推進した結
果、加入率低下を最低限抑制す
ることができた。 Ｂ 無

28

○転入者に申し込み用紙を送付
して加入の勧奨を行った。

○決算の結果を反映させた計画
の見直し。
○次年度の会員募集。

○転入者に申し込み用紙を送付
して加入の勧奨を行った。
○山梨市交通・火災災害共済審
査委員会を開催し、年々増加す
る基金について、有効な活用策
を検討するよう意見をいただい
た。また、加入方法の見直しや
加入金額の見直しなどを提言さ
れている。
○加入率向上のため、平成29年
度の加入申し込みについて、例
年より1か月早く周知を行った。

○各見直しを検討した結果、見
舞金の等級及び額について次年
度で改正することとした。

Ｂ

有

平成30年度から新しい等級及
び額での事業実施となるため、
現在の中期財政計画全体を見

直す必要がある。

27

○計画に基づく取り組みを推進。
○平成26年度決算数値の確認。

○計画に基づく取り組みの推
進。
○平成26年度決算を踏まえ、計
画数値を検証する。
○平成30年度に県が保険者に
なるなど、制度改正の動向を注
視しながら計画の見直しを行う。

○計画に基づく取り組みを推進。
○平成26年度決算数値の確認。
○制度改正等に伴う説明会への
参加。
○医療費適正化に向けた取り組
み。
○ジェネリック医薬品の普及啓
発による、置き換え率の向上に
取り組んだ。

○ジェネリック医薬品の普及啓
発をはじめとした取り組みによ
り、ジェネリック医薬品数量置き
換え率が47.8％から52％まで増
加した。

Ｂ 無

28

○計画に基づく取組を推進。
○平成27年度決算数値の確認。
○ジェネリック医薬品使用促進
パンフレット作成・設置・配布。

○計画に基づく取組の推進。
○平成27年度決算を踏まえた計
画数値の検証。
○協会けんぽと協力してジェネ
リック医薬品使用促進事業の実
施（医療費適正化事業）。

○計画に基づく取組を推進。
○平成27年度決算数値の検証。
○協会けんぽと協力してジェネ
リック医薬品使用促進事業の実
施（医療費適正化事業）。

○ジェネリック医薬品の普及啓
発をはじめとした取り組みによ
り、ジェネリック医薬品数量置き
換え率が52％から55.1％まで増
加した。 Ａ 無

(１)－①－３

事業の見直しによる将来的な
歳入歳出の見通しや基金残
高、財政指標など、中期的な
財政状況を推計し、将来にわ
たって財政の健全性を堅持す
る。

(１)－①－２
水道課
財政課

健全で持続可能な財政運営
中長期財政計画の見直しと検
証

中長期財政計画の進行管理
（水道事業会計）・公表

公営企業に関する中長期財
政計画の業務指標及び財政
状況の現状評価を行い、経営
基盤の強化と安定した会計運
営を図る。

(１)－①－１
中長期財政見通しの進行管
理
（一般会計）・公表

財政課 健全で持続可能な財政運営
中長期財政見通しの見直しと
検証

健全で持続可能な財政運営
中長期財政計画の見直しと検
証

市民課 健全で持続可能な財政運営
中長期財政計画の見直しと検
証

中長期財政計画の進行管理
（国民健康保険特別会計）・公
表

中長期財政計画の進行管理
（交通・火災災害共済事業特
別会計）・公表

各特別会計に関する中長期
財政計画を検証し、受益者負
担の原理原則のもと、将来を
見通した財政運営を図りなが
ら、健全な財政運営を堅持す
る。
【対象】
交通・火災災害共済事業特別
会計

各特別会計に関する中長期
財政計画を検証し、受益者負
担の原理原則のもと、将来を
見通した財政運営を図りなが
ら、健全な財政運営を堅持す
る。
【対象】
国民健康保険特別会計

総務課

1
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27

○計画に基づく取り組みを推進。 ○決算額に基づき、推計の見直
しを行う。

○決算額及び毎月の給付費実
績を検証し、3か年（H27～H29)
の見直しを行った。

○検証結果を平成28年度予算
編成に活用し、事業計画におけ
る給付費の推計見直しの結果、
制度改正による給付費の増加等
に的確に対応できる予算編成が
できた。

Ａ 無

28

○計画どおり進捗を図った。 ○決算に基づき、見直しを行う。 ○決算額及び毎月の給付実績
を検証した。

○給付実績を検証した結果、制
度改正に対応し、かつ給付の変
動に即した予算編成が行えた。 Ａ 無

27

○計画に基づく取り組みを推進。 ○決算額に基づき、推計の見直
しを行う。

○決算額及び毎月の給付費実
績を検証し、3か年（H27～H29)
の見直しを行った。

○検証結果をH28年度予算編成
に活用した結果、実績に基づく
堅実な予算が編成できた。 Ａ 無

28

○計画に基づく取り組みを推進。 ○決算に基づき、見直しを行う。 ○決算額及び毎月の給付実績
を検証した。

○検証結果を平成29年度予算
編成に活用し、事務事業を見直
した結果、人件費を削減する予
算編成ができた。

Ａ 無

27

○指定管理制度導入の検討。
○直営の際の営業時間の短縮
及び使用料額見直しの調査・検
討。

○上半期に引き続き調査・検
討。

○直営の際の営業時間の見直し
（案）及び使用料の改正（案）をま
とめた。また、温泉経営健全化
有識者会議を立ち上げ施設の健
全経営に向けた協議を開始し
た。

○温泉経営の健全化に向けた
具体的な取り組みの開始。
○市営温泉経営健全化有識者
会議における、みとみ笛吹の湯
市内利用者大人使用料を花か
げの湯、鼓川温泉施設の料金に
統一することが望ましいとの方針
により、料金改定等の検討に着
手した。

Ｂ 無

28

○市営温泉経営健全化有識者
会議を立ち上げた。会議の中
で、使用料・営業時間などについ
て協議した。

○今後も引き続き協議し、結論を
出していく。

○市内利用者料金の統一に向
け健全経営に向けた協議を再度
行った。

○昨年度、検討に着手した料金
改定等を引き続き検討した結
果、営業時間については、短縮
見直しは行わず現況営業時間と
することとした。

Ｂ 無

27

○公表に向けての数値管理を
行った。

○12月広報にて決算状況等を公
表。

○H26決算に基づく、計画達成
の達成状況の公表。

○H25決算に基づき、計画目標
の達成状況を広報12月号と情報
公開コーナー、ホームページに
おいて公表した。 Ａ 無

28

○平成27年度決算の公表（広報
及びHP)、県及び総務省のHPに
て公営企業の決算状況の公表。

○下水道事業の公営企業法適
用。
○浄化槽事業において経営戦略
策定。

○下水道事業の公営企業法適
用。
・公営企業会計システム導入
・固定資産台帳整備
○浄化槽事業において経営戦略
策定。

○平成27年度決算の公表（広報
及びHP)、県及び総務省のHPに
て公営企業の決算状況の公表、
経営比較分析表の公表。
○下水道事業の公営企業法適
用作業を進め、平成29年4月1日
から公営企業として運営を開始
する。
○浄化槽事業経営戦略を策定
し、浄化槽事業においても経営
内容の目標を作成した。

Ａ 無

27

○平成26年度決算を基に中長
期財政計画の検証を行った。

〇平成27年度収支の推移及び
事業の計画も含め平成28年度
予算編成に向け中長期財政計
画の見直しを行う。

○中期の財政収支について、水
道ビジョン（平成27年度策定、計
画期間：平成28年度から平成32
年度）中で、中長期財政計画は
策定。

○検証の結果、会計の健全化に
向け平成28年度に料金改定を行
うため、審議会を開催する予定と
した。 Ｂ 無

28

〇特別会計（簡易水道）平成27
年度決算を基に中長期財政計
画の検証を行った。

〇平成27年度決算及び平成28
年度の予算執行状況等を踏ま
え、平成29年度予算構成に向け
中長期計画の見直しを行う。

○簡易水道特別会計における平
成28年度決算を行い中長期財
政計画との検証を行った。
○水道審議会を開催し、水道経
営の内容説明を行い、水道料金
において料金改定もやむを得な
いものと考えるとの答申をいただ
いた。

○審議会の答申を受け、平成29
年度に料金改定を予定すること
とし、会計の健全化を図ることと
した。

Ｂ 無

(１)－①－３

介護保険課 健全で持続可能な財政運営
中長期財政計画の見直しと検
証

中長期財政計画の進行管理
（介護保険特別会計）・公表

中長期財政計画の進行管理
（居宅介護予防支援事業特別
会計）・公表

観光課
（観光商工課）

健全で持続可能な財政運営
中長期財政計画の見直しと検
証

中長期財政計画の進行管理
（活性化事業特別会計）・公表

下水道課 健全で持続可能な財政運営
中長期財政計画の見直しと検
証

中長期財政計画の進行管理
（下水道事業特別会計）・公表

各特別会計に関する中長期
財政計画を検証し、受益者負
担の原理原則のもと、将来を
見通した財政運営を図りなが
ら、健全な財政運営を堅持す
る。
【対象】
下水道事業特別会計

各特別会計に関する中長期
財政計画を検証し、受益者負
担の原理原則のもと、将来を
見通した財政運営を図りなが
ら、健全な財政運営を堅持す
る。
【対象】
簡易水道事業特別会計

水道課 健全で持続可能な財政運営
中長期財政計画の見直しと検
証

中長期財政計画の進行管理
（簡易水道事業特別会計）・公
表

各特別会計に関する中長期
財政計画を検証し、受益者負
担の原理原則のもと、将来を
見通した財政運営を図りなが
ら、健全な財政運営を堅持す
る。
【対象】
介護保険特別会計

各特別会計に関する中長期
財政計画を検証し、受益者負
担の原理原則のもと、将来を
見通した財政運営を図りなが
ら、健全な財政運営を堅持す
る。
【対象】
居宅介護予防支援事業特別
会計

各特別会計に関する中長期
財政計画を検証し、受益者負
担の原理原則のもと、将来を
見通した財政運営を図りなが
ら、健全な財政運営を堅持す
る。
【対象】
活性化事業特別会計
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27

○平成25年度決算における新公
会計財務書類（総務省方式改訂
版）については、平成27年3月に
公表したところである。
○平成26年度決算における同財
務書類作成のため、普通会計、
特別会計及び企業会計の決算
書類を完成させ、9月定例会で報
告・承認されたところである。

○平成26年度決算新公会計財
務書類（総務省方式改訂版）を
作成するため、連結すべき各一
部事務組合等の決算書類を今
年中に収集・分析し、平成28年3
月に公表する予定である。
　なお、統一基準による新公会
計への取り組みについては、本
年9月定例会補正予算で必要額
を上程し、平成28年3月末日まで
に財務書類作成に必要な「固定
資産台帳」を整備することとして
いる。

○平成26年度決算新公会計財
務書類（総務省方式改訂版）を、
作成し、HPで公表。
　なお、統一基準による新公会
計への取り組みのうち、「固定資
産台帳」の整備については、事
業者との契約を締結した。

○新公会計財務書類は、作成を
進めている。
○統一基準の取り組みについて
は、「固定資産台帳」の整備を進
めている。

Ａ 無

28

○平成26年度決算における新公
会計財務書類（総務省方式改訂
版）については、平成28年3月に
公表したところである。
○平成27年度決算における同財
務書類作成のため、普通会計、
特別会計及び企業会計の決算
書類を完成させ、9月定例会で報
告・承認されたところである。

○平成27年度決算新公会計財
務書類（総務省方式改訂版）を
作成するため、連結すべき各一
部事務組合等の決算書類を今
年中に収集・分析し、平成29年3
月に公表する予定である。
　なお、統一基準による新公会
計への取り組みについては、平
成28年12月末日までに財務書
類作成に必要な「固定資産台
帳」を整備することとしている。

○平成27年度決算新公会計財
務書類（総務省方式改訂版）を
作成し、HPで公表。なお、統一
基準による新公会計への取り組
みのうち、「固定資産台帳」の整
備については、事業者との契約
を締結し、本年12月末に整備を
完了した。

○統一基準の取り組みについて
は、「固定資産台帳」の整備が完
了し、平成28年度決算の統一基
準による財務書類作成と、貸借
対照表などの整備した。

Ａ 無

27

○平成28年度予算編成にあた
り、平成26年度までに実施した
事務事業評価対象事業につい
て、7月に2次評価ヒアリング（財
政担当L、政策担当L、経営管理
担当L）を行い評価結果の作成を
行った。
　その後、課長等の最終確認を
行い再精査終了後、平成26年度
事務事業評価結果一覧表として
作成完了となる。

○平成26年度事務事業評価結
果により方向性が示された内容
に基づき、
①10月に実施する平成28年度
主要事業ヒアリングの内容聴取
の材料とする。
②主要事業以外の事業について
は、12月中旬から実施する平成
28年度当初予算担当者査定の
査定材料とする。

○左記の実施スケジュールに従
い整理された評価結果に基づき
予算編成を実施。
平成28年3月定例会へ予算上
程。

○該当する各課において、評価
結果に基づいて事業の見直し等
を行った結果、スムーズな予算
編成を行うことができた。

Ａ 無

28

○平成29年度予算編成にあた
り、平成27年度までに実施した
事務事業評価対象事業につい
て、6月に2次評価ヒアリング（財
政担当L、政策担当L、経営管理
担当L）を行い評価結果の作成を
行った。
　その後、課長等の最終確認を
行い再精査終了後、平成27年度
事務事業評価結果一覧表として
作成完了となる。

○外部評価の検討。

○平成27年度事務事業評価結
果により方向性が示された内容
に基づき、
①10月に実施する平成29年度
主要事業ヒアリングの内容聴取
の材料とする。
②主要事業以外の事業について
は、12月中旬から実施する平成
29年度当初予算担当者査定の
査定材料とする。
　なお、これらを踏まえた平成29
年度当初予算は、平成29年3月
定例会に上程することとなる。

○外部評価の導入。

○左記の実施スケジュールに従
い整理された評価結果に基づき
予算編成を実施。平成29年3月
定例会へ予算上程。

○該当する各課において、評価
結果に基づいて事業の見直し等
を行った結果、スムーズな予算
編成を行うことができた。

Ａ 無

(１)－①－５
財政課

まちづくり政策課
全課

健全で持続可能な財政運営
中長期財政見通しの見直しと
検証

事務事業評価を活かした予算
編成

財務に係る将来リスクとして、
労働人口の減少、インフラ老
朽化対策、普通交付税の減少
がある。これらに対応した予算
編成を行うため、既存の事務
事業別の裁量度を把握し、優
先付けを行い、目的を達成す
るために事業の再構築をす
る。そのため事務事業評価を
活用した予算編成を行う。

(１)－①－４ 財政課 健全で持続可能な財政運営
中長期財政見通しの見直しと
検証

新公会計制度に基づく財務書
類の整備と公表

地方財政の状況が厳しさを増
す中で、財政の透明性を高
め、住民や議会等に対する説
明責任の履行と、資産・債務
管理や予算編成、行政評価等
に有効に活用することで、マネ
ジメントを強化し、財政の効率
化・適正化を図る。

3



平成２７年度～平成２８年度　第３次山梨市行財政改革大綱に基づく推進計画書（具体的取組み）総括表

ＮＯ 担当課・関係課 基本目標 課題項目 実施事項 改革の目的及び手法 年度
上半期

具体的取組と成果
下半期

具体的取組スケジュール
当該年度の

具体的取り組み内容
当該年度の取組の成果

年度別推進計画
に対する達成度

次年度における
推進計画の見直しの有無

有の場合はその内容

27

○平成28年度予算における一般
財源配当を行う前段として、平成
26年度普通会計決算の目的別・
性質別決算状況を8月の庁議に
おいて解説説明を行い、併せて
全職員に対して情報の共有を
行った。
　特に、配当基準となる一般財
源の決算状況と今後の推移につ
いては、一般財源に係る各指数
を合併以後の推移と併せて資料
提示し本市における課題も含め
て職員全体の取り組み指針とな
るよう詳細な解説を記載した。

○平成28年度当初予算における
予算編成方針と一般財源配当基
準について、10月中に作成し、
11月4日課長会議にて「依命通
達（財政課長名）」として通知す
ることとしている。

○予算配当基準、各課一般財源
配当額等を示した「平成28年度
予算編成方針」について、11月4
日付け梨財政2第11-1号をもっ
て全課長に対し通知した。

○一般財源の見込み額が減少
する中、中期財政見通しで示し
た、基金からの繰入金見込額の
範囲内で一般財源配当すること
ができた。

Ａ 無

28

○平成29年度予算における一般
財源配当を行う前段として、平成
27年度普通会計決算の目的別・
性質別決算状況を8月の庁議に
おいて解説説明を行い、併せて
全職員に対して情報の共有を
行った。
　特に、配当基準となる一般財
源の決算状況と今後の推移につ
いては、一般財源に係る各指数
を合併以後の推移と併せて資料
提示し本市における課題も含め
て職員全体の取り組み指針とな
るよう詳細な解説を記載した。

○平成29年度当初予算における
予算編成方針と一般財源配当基
準について、10月中に作成し、
11月の課長会議にて「依命通達
（財政課長名）」として通知するこ
ととしている。

○予算配当基準、各課一般財源
配当額を示した「平成29年度予
算編成方針」について、11月8日
付梨財政２第11-4号をもって全
課長に対し通知した。

○一般財源の見込み額が減少
する中、中期財政見通しで示し
た、基金からの繰入金見込額の
範囲で一般財源配当することが
できた。

Ａ 無

27

○現年度課税分の未納者には、
納期限20日以内に、督促状を発
布し納税を促す。なお、6月に
は、催告書を発送し滞納額のお
知らせと納税を促した。徴収員2
名で滞納者宅へ訪問し、滞納額
のお知らせを行った。口座引落し
が出来ない方には、口座不能通
知を送付しお知らせと納税を促し
た。
○滞納管理システムにより、金
融機関のデーター及び処分状況
等が管理等を行った。
○機構へ職員2名が毎月の定例
会を受講し専門知識、技術等の
習得を行った。
○現在の差押件数129件、差押
額12,516千円で、預貯金を中心
とした差押えをした。また、給与、
生命保険、不動産も随時差押え
をした。

○10月からの納税に対し未納者
には、督促状及び11、2月に催告
書を送付する。口座引落し不納
者には、引続き口座不能通知書
を発送し納税を促す。滞納者に
対する徴収員の臨戸。
○本年度の滞納管理情報の管
理に努め納税困難者の把握に
努める。
○滞納整理の専門的知識及び、
技術の習得のため引続き機構講
習への参加。
○昨年度同様な件数及び差押
額を確保する。
○納税交渉等により、インター
ネット公売・不動産公売等の検
討を行う。

○納税に対し未納者には、督促
状及び11、2月に催告書を送付
し、口座引落し不納者には、引
続き口座不能通知書を発送し納
税を促した。滞納者に対する徴
収員の臨戸を計画的に実施し
た。
○本年度の滞納管理情報の管
理に努め納税困難者の把握に
努める。
○滞納整理の専門的知識及び、
技術の習得のため滞納整理機
構が実施する研修会へ参加し
た。
○計画的な滞納処分を実施し
た。

○納税は、自己納付が基本とな
るため、納税忘れによる未納者
へは、催告書の発送や、徴収員
による臨戸訪問で、納税を促す
ことができた。また、自己納付に
応じない滞納者については、預
金差押をはじめ、各種の滞納処
分を行い、昨年の倍以上となる
実績を収めることができた。

【収納率】※カッコ内は目標値
・市民税
　　現年度分　98.67% （98.0%）
　　過年度分　22.77% （24.1%）
・固定資産税
　　現年度分　97.80% （97.4%）
　　過年度分　16.58% （20.5%）
・軽自動車税
　　現年度分　97.78% （97.7%）
　　過年度分　26.02% （18.9%）
・都市計画税
　　現年度分　97.53% （97.2%）
　　過年度分　15.53% （18.7%）
・国民健康保険税
　　現年度分　93.34% （92.8%）
　　過年度分　20.88% （23.5%）

・市民税
　　現年Ａ
　　過年Ｃ
・固定資産税
　　現年Ａ
　　過年Ｃ
・軽自動車税
　　現年Ａ
　　過年Ａ
・都市計画税
　　現年Ａ
　　過年Ｃ
・国民健康保
険税
　　現年Ａ
　　過年Ｃ

無

28

○差押え実績
・預貯金198件
・給与11件
・国税還付金11件
・自動車2件
○広報9月号で滞納処分強化の
啓発をした。

○県税事務所職員の派遣によ
り、滞納整理技術の向上を図
る。滞納処分の強化200件を目
標。

○県税職員の派遣により、滞納
者の財産手法が拡充した（都市
銀行・生命保険会社等への一斉
調査)。
○市職員１名を県に派遣し、市
県民税の滞納繰越分の収納率
が向上した。

県税職員の派遣と県への派遣に
より前年度に対し、市税・国保税
共に収納率が向上した。

【収納率】※カッコ内は目標値
・市民税
　　現年度分　98.72% （98.0%）
　　過年度分　35.42% （24.2%）
・固定資産税
　　現年度分　98.09% （97.4%）
　　過年度分　20.58% （20.6%）
・軽自動車税
　　現年度分　97.48% （97.7%）
　　過年度分　22.63% （19.0%）
・都市計画税
　　現年度分　97.71% （97.2%）
　　過年度分　19.03% （18.8%）
・国民健康保険税
　　現年度分　93.55% （92.8%）
　　過年度分　22.24% （23.5%）

・市民税
　　現年Ａ
　　過年Ａ
・固定資産税
　　現年Ａ
　　過年Ｂ
・軽自動車税
　　現年Ｂ
　　過年Ａ
・都市計画税
　　現年Ａ
　　過年Ａ
・国民健康保
険税
　　現年Ａ
　　過年Ｃ

無

（１）－②－１ 税務課

(１)－①－６
財政課

まちづくり政策課
全課

健全で持続可能な財政運営
中長期財政見通しの見直しと
検証

予算編成における配当方式の
検証と改善

各課に対し、現行の配当方式
への意見聴取を行いながら、
問題点を洗い出し、更に効率
的な配当方式へ改善を図ると
ともに、配当方式の考え方・導
入理由を職員に浸透させ、意
識改革を行うことで、歳出削減
と歳入確保による適切な財政
規模を維持する。

健全で持続可能な財政運営 歳入の確保 税の収納率向上

「納税者への意識啓発」「差押
えの強化」「滞納整理技術の
向上」などを行い、収納率の
更なる向上に努め、自主財源
の確保を図る。
【対象】
市民税、固定資産税、軽自動
車税、都市計画税、国民健康
保険税

4
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27

○未支払いが発生した場合、定
期的（月ごと）な督促状の送付や
電話連絡により督促連絡、また、
訪問による納付相談や徴収を
行った。児童手当、児童扶養手
当の支給日に納付相談を行い、
未納金の徴収を行った。

【収納率】
・現年度収納率　97.2％
・過年度収納率　12.5％

○未納者への納付書再送付を
行う。
○督促状を定期的に送付する。
○電話連絡や訪問を通じて、徴
収及び納付相談を実施する。
○児童手当、児童扶養手当など
の支給月に納付相談を行い、未
納金の徴収を行う。

○滞納者に対して、月ごとに督
促状や納付書等納入を促す通
知を送付したり、電話による督促
連絡や納入相談を行った。
○訪問を通じての徴収も実施し
た。
○児童手当の支給日にも滞納者
へ納付相談を実施し、重点的に
徴収を行った。
○滞納分が増えないよう、また
少しでも減るよう、納入相談は普
段から行った。

○現年度の収納率は、ほぼ目標
を達成できたが、過年度の収納
率が目標に達しなかった。

【収納率】※カッコ内は目標値
・現年度分　98.57% （99.3%）
・過年度分　25.79% （36.7%） 現年B

過年Ｃ
無

28

○未納者に対して督促状発送、
電話による入金依頼、子ども手
当からの入金を依頼。

○未納者への納付書再送付を
行う。
○督促状を定期的に送付する。
○電話連絡を通じて、徴収及び
納付相談を実施する。
○児童手当、児童扶養手当など
の支給月に納付相談を行い、未
納金の徴収を行う。

○滞納者に対して、月ごとに督
促状や納付書等納入を促す通
知を送付したり、電話による督促
連絡や納入相談を行った。
○児童手当の支給日にも滞納者
へ納付相談を実施し、重点的に
徴収を行った。
○滞納分が増えないよう、また
少しでも減るよう、納入相談は普
段から行った。

○現年度及び過年度の収納率
は、ほぼ目標を達成できた。

【収納率】※カッコ内は目標値
・現年度分　98.90% （99.3%）
・過年度分　35.19% （36.7%） 現年Ｂ

過年Ｂ
無

27

○未支払いが発生した場合、定
期的（月ごと）な督促状の送付や
電話連絡により督促連絡、また、
訪問による納付相談や徴収を
行った。児童手当、児童扶養手
当の支給日に納付相談を行い、
未納金の徴収を行った。

【収納率】
・現年度収納率　97.3％
・過年度収納率　 6.4％

○未納者への納付書再送付を
行う。
○督促状を定期的に送付する。
○電話連絡や訪問を通じて、徴
収及び納付相談を実施する。
○児童手当、児童扶養手当など
の支給月に納付相談を行い、未
納金の徴収を行う。

○滞納者に対して、月ごとに督
促状や納付書等納入を促す通
知を送付したり、電話による督促
連絡や納入相談を行った。
○訪問を通じての徴収も実施し
た。
○児童手当の支給日にも滞納者
へ納付相談を実施し、重点的に
徴収を行った。
○滞納分が増えないよう、また
少しでも減るよう、納入相談は普
段から行った。

○現年度の収納率は、ほぼ目標
を達成できたが、過年度の収納
率が目標に達しなかった。

【収納率】※カッコ内は目標値
・現年度分　99.56% （99.6%）
・過年度分　13.13% （57.7%） 現年Ｂ

過年Ｃ
無

28

○未納者に対して督促状発送、
電話による入金依頼、子ども手
当からの入金を依頼。

○未納者への納付書再送付を
行う。
○督促状を定期的に送付する。
○電話連絡を通じて、徴収及び
納付相談を実施する。
○児童手当、児童扶養手当など
の支給月に納付相談を行い、未
納金の徴収を行う。

○滞納者に対して、月ごとに督
促状や納付書等納入を促す通
知を送付したり、電話による督促
連絡や納入相談を行った。
○児童手当の支給日にも滞納者
へ納付相談を実施し、重点的に
徴収を行った。
○滞納分が増えないよう、また
少しでも減るよう、納入相談は普
段から行った。

○現年度の収納率は、ほぼ目標
を達成できた。過年度の収納率
が目標に達しなかったが収納率
が上がった。

【収納率】※カッコ内は目標値
・現年度分　98.26% （99.6%）
・過年度分　40.25% （57.8%）

現年Ｂ
過年Ｃ

無

27

○年金支給月に定期的な臨戸
による訪問を継続。

○上半期と同様な取り組みを継
続して行う。
○10月1日現在で901,385円　収
納率15.51％
○前年度同時期と比較して9.16%
の増。

○年金支給月に定期的な臨戸
による訪問及び電話連絡を行っ
た。

○現年、過年ともほぼ目標を達
成できた。

【収納率】※カッコ内は目標値
・現年度分　85.28% （86.0％）
・過年度分　23.44% （16.0％）

現年Ｂ
過年Ａ

無

28

○年金支給月に臨戸して納入を
働きかける。
・10月1日現在で、858,760円収
納。
・収納率12.36％

○引き続き臨戸により、収納を行
う。

○年金支給付を中心に、定期的
な臨戸及び電話連絡を行った。

○3月1日現在の収納率

【収納率】※カッコ内は目標値
・現年度分　81.81% （86.0%）
・過年度分　22.46% （16.0%）

現年Ｂ
過年Ａ

無

介護保険課 健全で持続可能な財政運営 歳入の確保
保険料・公共料金等の収納確
保（介護保険料普通徴収分）

「被保険者・使用者等への意
識啓発」「未納金収納技術の
向上」などを行い、未収金を削
減し、公平性の確保と安定的
な財源確保を図る。
【対象】
学童クラブ利用料

子育て支援課 健全で持続可能な財政運営 歳入の確保

「被保険者・使用者等への意
識啓発」「未納金収納技術の
向上」などを行い、未収金を削
減し、公平性の確保と安定的
な財源確保を図る。
【対象】
介護保険料普通徴収分

（１）－②－２

保険料・公共料金等の収納確
保
（保育料）

「被保険者・使用者等への意
識啓発」「未納金収納技術の
向上」などを行い、未収金を削
減し、公平性の確保と安定的
な財源確保を図る。
【対象】
保育料

保険料・公共料金等の収納確
保
（学童クラブ利用料）
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27

○滞納者に対して、滞納額、滞
納督促の通知内容及び督促回
数の説明を十分に行うと共に滞
納者からの滞納理由の説明を聞
き、支払計画書の再提出をさせ
全額でなくても確実な支払いをさ
せた。
○電話連絡がつかない場合は、
職場等を訪問し滞納家賃の支払
誓約、確約を取り付けた。

○滞納者に対して、滞納額、滞
納督促の通知内容及び督促回
数の説明を十分に行うと共に滞
納者からの滞納理由の説明を聞
き、支払計画書の再提出を行わ
せる。
○電話連絡、督促通知、来庁通
知、訪問通知等をだしても計画
納付に応じない滞納者に対して
は、退去通知を送付する。通知
した後にも連絡がない滞納者に
対しては、法的措置を行う。

○10万円以上の滞納者81人に
対し、本人及び保証人による納
入計画書を提出させ、計画書に
沿っての自主納付の義務付けを
行わせる。
○納付計画書に沿っての納付に
応じない場合は、督促を行い、夜
間、土日訪問や、市役所等への
呼び出しを年度末まで行う。

○滞納者81人に対し、納入計画
書及び誓約書の提出を行わせた
が、11人が未提出となっている。
納入計画書・誓約書の未提出者
及び滞納計画の実行が伴わな
い滞納者に対して、各戸を訪問
し、督促状等を渡し書類提出及
び家賃納入の依頼を行った。

【収納率】※カッコ内は目標値
・現年度分　93.07% （96.0%）
・過年度分　　8.59% （11.0%）

現年Ｂ
過年Ｃ

無

28

○滞納者に対して、滞納額、滞
納督促の通知内容及び督促回
数の説明を十分に行うと共に、
滞納者からの滞納理由の説明を
聞き、支払計画書の再提出をさ
せ、全額でなくても確実な支払い
をさせた。
○電話連絡がつかない場合は、
職場等を訪問し滞納家賃の支払
誓約、確約を取り付けた。

○滞納者に対して、滞納額、滞
納督促の通知内容及び督促回
数の説明を十分に行うと共に滞
納者からの滞納理由の説明を聞
き、支払計画書の再提出を行わ
せる。
○電話連絡、督促通知、来庁通
知、訪問通知等を出しても計画
納付に応じない滞納者に対して
は、退去通知を送付する。通知
した後にも連絡がない滞納者に
対しては、法的措置を行う。

○10万円以上の滞納者対し、本
人及び保証人による納入計画書
を提出させ、計画書に沿っての
自主納付の義務付けを行わせ
る。
○納付計画書に沿っての納付に
応じない場合は、督促を行い、夜
間、土日訪問や、市役所等への
呼び出しを年度末まで行う。

○滞納者の内、納入計画書及び
誓約書が未提出となっている入
居者に対して、個別訪問し、納入
計画書・誓約書及び滞納計画並
びに、督促状等を渡し書類提出
及び家賃納入の依頼を行った。

【収納率】※カッコ内は目標値
・現年度分　90.7% （96.0%）
・過年度分　　4.7% （11.0%）

現年Ｃ
過年Ｃ

無

27

○使用料の改定を4月に実施
使用料収入のアップにつながっ
ている。

○戸別訪問や督促状送付による
滞納対策を強化。

○使用料の改定を4月に実施。
○督促状送付による滞納対策を
実施。

○使用料改定を行い昨年比
10％増の収入。
○督促状の送付及び臨戸訪問
を行った結果、下水道の受益者
負担金の滞納分に関しては、目
標を上回ることができた。

【収納率】※カッコ内は目標値
・下水道使用料
　　現年度分　98.72% （99.0%）
　　過年度分　55.46% （60.2%）
・浄化槽使用料
　　現年度分　98.06% （99.0%）
　　過年度分　24.12% （60.1%）

・下水道使用
料
　　現年Ｂ
　　過年Ｃ
・浄化槽使用
料
　　現年Ｂ
　　過年Ｃ

無

28

○滞納者リストの整理と督促方
法の改善を行った。

○督促の強化及び臨戸訪問。 ○督促（催告）の回数を増やし
た。
○滞納者についての調査を行っ
た（不在者・住所不明者の確
認）。

○不納欠損するべきものの確認
を行った。
○下水道事業については、3月
末で打切り決算となる。

【収納率】※カッコ内は目標値
・下水道使用料
　　現年度分　98.86% （99.0%）
　　過年度分　57.50% （60.4%）
・浄化槽使用料
　　現年度分　98.43% （99.0%）
　　過年度分　35.27% （60.2%）

・下水道使用
料
　　現年Ｂ
　　過年Ｂ
・浄化槽使用
料
　　現年Ｂ
　　過年Ｃ

無

健全で持続可能な財政運営 歳入の確保

「被保険者・使用者等への意
識啓発」「未納金収納技術の
向上」などを行い、未収金を削
減し、公平性の確保と安定的
な財源確保を図る。
【対象】
住宅使用料

「被保険者・使用者等への意
識啓発」「未納金収納技術の
向上」などを行い、未収金を削
減し、公平性の確保と安定的
な財源確保を図る。
【対象】
下水道使用料
浄化槽使用料

建設課 健全で持続可能な財政運営 歳入の確保
保険料・公共料金等の収納確
保
（住宅使用料）

（１）－②－２

下水道課

保険料・公共料金等の収納確
保
（下水道使用料）
（浄化槽使用料）

6
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27

○滞納整理を強化するにあたり
手段法や方法の整理、確認を
行った。

○戸別訪問による滞納対策を実
施。

○戸別訪問による滞納対策の実
施。

○督促状の送付及び臨戸訪問
を行った結果、下水道の受益者
負担金の滞納分に関しては、目
標を上回ることができた。

【収納率】※カッコ内は目標値
・下水道受益者負担金
　　現年度分　97.88% （99.8%）
　　過年度分　12.75% （10.1%）
・浄化槽受益者負担金
　　現年度分　100% （99.2%）
　　過年度分　   0% （20.1%）

・下水道受益
者負担金
　　現年Ｂ
　　過年Ａ
・浄化槽受益
者負担金
　　現年Ａ
　　過年Ｃ

無

28

○滞納者リストの整理と督促方
法の改善を行った。

○督促の強化及び臨戸訪問。 ○督促（催告）の回数を増やし
た。
○滞納者についての調査を行っ
た（不在者・住所不明者の確
認）。

○不納欠損するべきものの確認
を行った。
○下水道事業については、3月
末で打切り決算となる。

【収納率】※カッコ内は目標値
・下水道受益者負担金
　　現年度分　97.89% （99.8%）
　　過年度分　  3.18% （10.2%）
・浄化槽受益者負担金
　　現年度分　96.00% （99.2%）
　　過年度分　       0% （20.2%）

・下水道受益
者負担金
　　現年Ｂ
　　過年Ｃ
・浄化槽受益
者負担金
　　現年Ｂ
　　過年Ｃ

無

27

○6月1日から6月7日までの水道
週間に伴い、懸垂幕及び広報誌
等で水道に対しての啓発お行っ
た。今年のスローガンである「カ
ラカラで蛇口に飛び込む僕の口」
の水道週間に合わせ「水の大切
さ」について市内小中学校学校
を訪問し水道施設の無料点検を
行った。
○簡易水道統合に伴う新規加入
者に対し説明会を開催し加入に
ついての理解を求めた。
○滞納者に対して毎月督促通知
を発送して納入を促し、6ヶ月以
上の滞納者に対しては停水処置
及び訪問徴収を行っている。ま
た、生活困窮者等で一度に支払
のできない使用者の方に対して
分割納入の相談を行った。

○滞滞納者に対して毎月督促通
知を発送して納入を促し、6ヶ月
以上の滞納者に対しては停水処
置及び訪問徴収を行っている。
また、生活困窮者等で一度に支
払のできない使用者の方に対し
て分割納入の相談を行う。

○水道週間に合わせて水道料
金の口座振込みへのPR活動を
実施。
○滞納常習者を対象に水道の
停水措置を実施。
○滞納者には毎月督促通知を
発送（6ヶ月以上の滞納者は停
水）。
○毎月定期的に滞納整理。

【収納率】※カッコ内は目標値
・上水道使用料
　　現年度分   88.8 % (90.0%)
　　過年度分   91.85% (92.2%)
・簡易水道使用料
　　現年度分　97.74% (98.5%)
　　過年度分　28.64% (30.0%) ・上水道使用

料
　　現年Ｂ
　　過年Ｂ

・簡易水道使
用量
　　現年Ｂ
　　過年Ｂ

無

28

○6月1日から6月7日までの水道
週間に伴い、懸垂幕及び広報誌
等で水道に対しての啓発お行っ
た。「じゃ口から　安心とどけ　未
来まで」今年のスローガン。水道
週間に合わせ「水の大切さ」につ
いて市内保育園・幼稚園を訪問
し水道施設の無料点検を行っ
た。
○簡易水道統合に伴う新規加入
者に対し説明会を開催し加入に
ついての理解を求めた。
○滞納者に対して毎月督促通知
を発送して納入を促し、6ヶ月以
上の滞納者に対しては停水処置
及び訪問徴収を行っている。ま
た、生活困窮者等で一度に支払
のできない使用者の方に対して
分割納入の相談を行った。

○滞滞納者に対して毎月督促通
知を発送して納入を促し、6ヶ月
以上の滞納者に対しては停水処
置及び訪問徴収を行っている。
また、生活困窮者等で一度に支
払のできない使用者の方に対し
て分割納入の相談を行う。

○水道週間に合わせて水道料
金の口座振込みへのPR活動を
実施。
○滞納常習者を対象に水道の
停水措置を実施。
○滞納者には毎月督促通知を
発送（6ヶ月以上の滞納者は停
水）。
○毎月定期的に滞納整理。

【収納率】※カッコ内は目標値
・上水道使用料
　　現年度分　89.28% （90.0%）
　　過年度分　91.19% （92.2%）
・簡易水道使用料
　　現年度分　99.8% （98.5%）
　　過年度分　12.3% （30.0%）

・上水道使用
料
　　現年Ｂ
　　過年Ｂ

・簡易水道使
用量
　　現年Ａ
　　過年Ｃ

無

健全で持続可能な財政運営 歳入の確保

保険料・公共料金等の収納確
保
（上水道料）
（簡易水道料）

「被保険者・使用者等への意
識啓発」「未納金収納技術の
向上」などを行い、未収金を削
減し、公平性の確保と安定的
な財源確保を図る。
【対象】
下水道受益者負担金
浄化槽受益者負担金

「被保険者・使用者等への意
識啓発」「未納金収納技術の
向上」などを行い、未収金を削
減し、公平性の確保と安定的
な財源確保を図る。
【対象】
上水道料
簡易水道料

水道課

健全で持続可能な財政運営 歳入の確保

保険料・公共料金等の収納確
保
（下水道受益者負担金）
（浄化槽受益者負担金）

下水道課

（１）－②－２
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ＮＯ 担当課・関係課 基本目標 課題項目 実施事項 改革の目的及び手法 年度
上半期

具体的取組と成果
下半期

具体的取組スケジュール
当該年度の

具体的取り組み内容
当該年度の取組の成果

年度別推進計画
に対する達成度

次年度における
推進計画の見直しの有無

有の場合はその内容

27

○学校と連携する中で、保護者
の給食費納付を促した。
○市給付費から給食費への充
当に取り組んだ。

○学校と連携し保護者の給食費
納付を促していく。
○市給付費から給食費への充
当に取り組んでいく。
○不能欠損に取り組んでいく。

○電話催告や窓口での納付相
談に取り組んだ、また新たな取り
組みとして、市の給付費から納
付するための同意書をすべての
保護者から提出してもらう取り組
みを実施した。

○同意書による窓口納付が2回
あった。また、収納率も向上する
傾向にある。過年度において不
能欠損処理を実施した。

【収納率】※カッコ内は目標値
　現年度分　99.45% （99.8％）
　過年度分　19.95% （35.7％）

現年Ｂ
過年Ｃ 無

28

○児童手当てを給食費に充当し
ても良いと同意書を得ている方
の中で給食費の滞納を行ってい
る方々から6月の児童手当を給
食費の過年度滞納分を徴収。

○継続して、児童手当てを給食
費に充当しても良いと同意書を
得ている方の中で給食費の滞納
を行っている方々から児童手当
を給食費の過年度滞納分を徴収
する。

○児童手当を給食費に充当して
も良いと同意書を得ている方の
中で、給食費の滞納を行ってい
る方々から児童手当を給食費と
して徴収。
○実施月　6月、10月、2月
○件数　6月：10件、10月：11件
　　　　　 2月：15件

【収納率】※カッコ内は目標値
　現年度分　99.32% （99.80％）
　過年度分　43.60% （35.70％）

現年Ｂ
過年Ａ 無

27

○各担当課が必要に応じて連携
し、収納技術等の情報交換を行
い、収納率の向上を図っている。

○各担当課が必要に応じて連携
し、収納技術等の情報交換を行
い、収納率の向上を図る。

○各担当課が必要に応じて連携
し、収納技術等の情報交換を行
い、収納率の向上を図った。
○「債権管理条例」について研究
し、制定済みの甲州市への研修
を行った。

○各担当課が必要に応じて連携
し、収納技術等の情報交換を行
い、収納率が向上した。
○先進自治体の「債権管理条
例」の研究にあわせ、庁内電算
システムの機能の連動を確認
し、制度にあわせたシステム運
用は可能である旨を確認し、制
度設計へ向け進めることができ
た。

Ｂ 無

28

○各担当課が必要に応じて連携
し、収納技術等の情報交換を行
い、収納率の向上を図っている。

○各担当課が必要に応じて連携
し、収納技術等の情報交換を行
い、収納率の向上を図る。

○各担当課が必要に応じて連携
し、収納技術等の情報交換を行
い、収納率の向上を図った。
○「債権管理条例」については、
前年度に制定済みの甲州市に、
再度内容の確認を行った。

○各担当課が必要に応じて連携
し、収納技術等の情報交換を行
い、収納率が向上した。
○「債権管理条例」については、
先進事例として研修を受けた甲
州市の組織が変更となり、業務
内容に進展がないことから、引き
続き研究を行い、さらに総合窓
口の手法の検討にも入った。

Ｂ 無

27

○公共施設等総合管理計画の
各施設ごとの評価シートにおい
て、施設管理に要する経費を把
握できるよう様式を検討。

○左記評価シートにおいて、各
施設ごとに管理に要する費用を
把握。

○公共施設等総合管理計画の
各施設ごとの評価シートにおい
て、施設管理に要する経費を把
握できるよう様式（試作用）を作
成し、調査を実施した。

○貸館業務を有する施設等にお
いて、評価シートを利用して試行
的にランニングコストを把握し、
使用料・手数料の見直しの資料
として準備した。

Ｂ 無

28

○公共施設等総合管理計画の
各施設ごとの評価シートにおい
て、施設管理に要する経費を把
握できるよう様式を検討した。

○各種使用料等の費用を把握
するため、左記評価シートにおい
て、各施設ごとに平成29年度に
調査を実施する。

○公共施設等総合管理計画の
各施設ごとの評価シートにおい
て、施設管理に要する経費を把
握できるよう様式を作成し、ま
た、関係施設の条例を全て確認
し、調査を行える状態とした。

○貸館施設以外の各施設ごとの
評価シートにおいて、施設管理
に要する経費を把握できる様式
で、平成29年度において調査が
できるよう準備を整えた。 Ｂ 無

27

○市有地処分計画に沿い、処分
可能地を選定して作業を進めて
いる。

○選定した処分可能地の公示を
行い、売却するための入札を予
定している。

○処分可能地3筆の広告を行
い、入札のうえ1筆を売却した。
○H28年以降の計画策定。

○計画に基づき未利用地を処分
し、歳入の増加と管理経費の削
減を図ることができた。
○小原西地内1筆
　 売却額2,807,000円

Ａ 無

28

○未利用地については、利用計
画に伴い公募を行い、原則とし
て一般競争入札により行ってい
く。また、公用車については、今
年度は、3台入れ替えを行った。
○法定外公共物　払い下げ（5
件）

○計画に基づき、引き続き継続
していきたい。申請により、現地
確認及び周辺住民等利害関係
者の同意を得て実施。

○今年度新たに未利用地計画を
作成した。利用計画に伴い候補
地2筆の公募を行った。

○候補地2筆の広告を行い、公
募したが、売却には至らなかっ
た。
○候補地以外のその他未利用
土地の売却を行い、歳入の増加
を図った。
○上栗原地内1筆
　 売却額288,000円
○牧丘町窪平地内1筆
　 売却額389,400円

Ｂ 無

歳入の確保 未利用財産の処分
管財課
建設課

学校教育課 健全で持続可能な財政運営 歳入の確保
保険料・公共料金等の収納確
保
（給食費）

健全で持続可能な財政運営

財政課
子育て支援課
介護保険課

建設課
下水道課
水道課

学校教育課
税務課

滞納者情報の共有、収納技術
の情報交換、課の連携による
滞納整理などを行い、各種税
金・保険料・公共料金等の収
納率向上を図る。

（１）－②－３ 健全で持続可能な財政運営 歳入の確保 課の連携による収納対策

（１）－②－２

「被保険者・使用者等への意
識啓発」「未納金収納技術の
向上」などを行い、未収金を削
減し、公平性の確保と安定的
な財源確保を図る。
【対象】
給食費

（１）－②－４
財政課
関係課

健全で持続可能な財政運営
歳入の確保
（受益者負担の適正化）

使用料・手数料の適正化

各種使用料・手数料について
の検証を行い、事務費・施設
管理に要する経費などのコス
ト計算を行い、適正な使用料・
手数料に見直す。
施設ごとの経費に公費をどの
程度投入すべきとのなどの位
置づけを明確にし、使用料、
手数料の算定していく。

市が所有する土地・備品、施
設などの現状を確認し、未利
用土地（法定外公共物、その
他未利用土地）・不要備品（車
両等を含む）、など未利用財
産を処分し財源を確保すると
ともに、行政のスリム化を図
る。
【対象】
未利用土地

（１）－②－５
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平成２７年度～平成２８年度　第３次山梨市行財政改革大綱に基づく推進計画書（具体的取組み）総括表

ＮＯ 担当課・関係課 基本目標 課題項目 実施事項 改革の目的及び手法 年度
上半期

具体的取組と成果
下半期

具体的取組スケジュール
当該年度の

具体的取り組み内容
当該年度の取組の成果

年度別推進計画
に対する達成度

次年度における
推進計画の見直しの有無

有の場合はその内容

27

○処分すべき不要備品（車両等
を含む）は特になかった。

○不要備品を引き続き処分して
いく。

○不要備品返納書に基づき処分
すべき備品の把握。

○三富支所の公用車廃車の際、
鉄くずとして処分により歳入確
保。 Ｂ 無

28

○不要備品返納書に基づき処分
すべき備品の把握。

○公用車廃車の際、鉄くずとして
処分により歳入確保。

○不要備品返納書に基づき処分
すべき備品の把握。

○集中管理・各課所管の公用車
廃車の際、鉄くずとして処分によ
り歳入確保。 Ｂ 無

27

○調査の結果、自動販売機を設
置して管理を行っている各課のう
ち、入札が実施可能な自動販売
機が2台のため、さらに詳しい検
討を重ねていく。

○自動販売機設置時の経緯、収
益等をよく確認のうえ、入札の手
法が可能となるのかを検討す
る。

○自販機設置時にＡＥＤの貸
付、売上金額が慈善事業の寄付
金となるなどの付帯条件が有り、
酒販組合、乳販組合などの業者
が設置しているため、市内の商
店、業者を保護のうえからも、今
後も検討の余地がある。

○現在も継続中、具体的な取り
組みには至らず。

Ｂ 無

28

○調査の結果、自動販売機を設
置して管理を行っている各課のう
ち、入札が実施可能な自動販売
機が2台のため、さらに詳しい検
討を重ねていく。

○自動販売機設置時の経緯、収
益等をよく確認のうえ、入札の手
法が可能となるのかを検討す
る。

○自販機設置時にＡＥＤの貸
付、売上金額が慈善事業の寄付
金となるなどの付帯条件があり、
酒販組合、乳販組合などの業者
が設置しているため、市内の商
店、業者を保護の上からも、今
後も検討の余地がある。

○現在も継続中、具体的な取り
組みには至らず。

Ｂ 無

27

○市内への立地を検討する事業
者の事業説明会を実施し、誘致
の具体化を進めている。また、企
業誘致奨励制度の内容を見直
し、来年度実施に向け検討を
行っている。

○市内への立地を検討する事業
者に対し現地視察等を実施、誘
致具体化を図る。また、企業誘
致奨励制度の見直しや企業立地
を推進する庁内体制を整える。

○立地検討事業者の事業説明
会の実施や現地視察を実施し、
誘致の具体化を進めている。
○奨励制度の充実と新補助金制
度を制定した。
○次年度に向け、企業誘致を推
進する庁内体制を整えた。

○立地検討事業者と協議を進め
ている。
○奨励制度の充実など、企業立
地環境を強化した。
○次年度から、商工労政課「企
業立地担当」を新設し事業を推
進していく。

Ｂ 無

28

○企業立地奨励制度の充実を
図り、広報、HPでの情報発信や
事業者への周知を行った。
○事業に活用できる用地をHPで
情報発信する「空き事業用地バ
ンク制度」を始めた。
○今後の本市の参考となる、空
き公共施設を活用している先進
自治体の視察を実施した。

○企業立地に繋がる、更なる優
遇制度導入の検討。
○空き家や空き公共施設を活用
した企業誘致方策の検討。

○立地検討事業者に助成制度
や関係法規の説明等を行い、立
地支援を実施した。
○本社機能移転に伴う税の優遇
制度を導入した。
○企業立地推進本部設置要綱
を改正し、立地が円滑に推進す
るための庁内体制を整えた。

○空き事業用地に食品製造事
業者の新工場の立地が決まっ
た。
○優遇制度の充実など、企業立
地環境を強化した。

Ａ 無

27

○広告媒体所管課において、新
規広告媒体及び広告主を募集。

○広告媒体所管課において、広
告主を募集。
○新規広告媒体の検討。

○広告媒体所管課において、新
規広告媒体及び広告主を募集。
○広告媒体所管課において、広
告主を募集し、広告掲載。

○新規広告媒体は無く、従来通
りの媒体であったが、一定の広
告費の確保はされている。

Ｂ 無

28

○広告媒体所管課において、新
規広告媒体及び広告主を募集。

○広告媒体所管課において、広
告主を募集。
○新規広告媒体の検討。

○広告媒体所管課において、新
規広告媒体及び広告主を募集。
○広告媒体所管課において、広
告主を募集し、広告掲載。

○新規広告媒体は無く、従来通
りの媒体であったが、一定の広
告費の確保はされている。

Ｂ 無

管財課
会計課

健全で持続可能な財政運営 歳入の確保 未利用財産の処分

（１）－②－８
財政課
全課

健全で持続可能な財政運営 歳入の確保 有料広告事業の推進

（１）－②－７
商工労政課

（観光商工課）
まちづくり政策課

健全で持続可能な財政運営 歳入の確保 企業誘致・存続支援

市内産業と地域経済の活性
化を図るため、大企業に限ら
ず中小企業の誘致も積極的に
推進する。
既存企業への支援を行い、市
外への企業流出防止と税収
の確保に努める。

（１）－②－６

市が所有する土地・備品、施
設などの現状を確認し、未利
用土地（法定外公共物、その
他未利用土地）・不要備品（車
両等を含む）、など未利用財
産を処分し財源を確保すると
ともに、行政のスリム化を図
る。
【対象】
備品類（車両等含む）

財政課
管財課
関係課

健全で持続可能な財政運営 歳入の確保
自動販売機設置の入札方法
への移行

市所有建物等に設置してある
自動販売機等については、多
額の収益がある設置施設につ
いて、入札方法で貸し付ける
手法を検討・実施する。

市が保有する資産を広告媒体
として有効活用し、民間事業
者等の広告を掲載することに
より、市の新たな財源を確保
するため、新たな広告媒体を
調査し広告を掲載する。
また、通常、市が購入する物
品を広告付きで事業者等から
安価でいただく等の事業を推
進する。

（１）－②－５
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平成２７年度～平成２８年度　第３次山梨市行財政改革大綱に基づく推進計画書（具体的取組み）総括表

ＮＯ 担当課・関係課 基本目標 課題項目 実施事項 改革の目的及び手法 年度
上半期

具体的取組と成果
下半期
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年度別推進計画
に対する達成度

次年度における
推進計画の見直しの有無

有の場合はその内容

27

○公共施設等の総合的かつ計
画的な管理を推進するため「公
共施設等総合管理計画」を策定
中。
○経営状況等を検証し、1つの第
3セクターを解散。

○公共施設等の総合的かつ計
画的な管理を推進するため「公
共施設等総合管理計画」を策
定。
○第3セクター運営施設等の経
営状況を検証し、管理体制の見
直しを含めた検討を行う。

○公共施設等の総合的かつ計
画的な管理を推進するため「公
共施設等総合管理計画」の策定
に取り組んだ。
○第3セクター1社（（株）グリル・
パイナリー）の解散に取り組ん
だ。

○公共施設等の総合的かつ計
画的な管理を推進するため「公
共施設等総合管理計画」の策定
について準備した。
○第3セクターの経営状況等を
検証し、第3セクター1社（（株）グ
リル・パイナリー）の解散を行い、
清算決了まで終えた。

Ｂ 無

28

○公共施設等の総合的かつ計
画的な管理を推進するため「公
共施設等総合管理計画」を策定
中。
○経営状況等を検証中。

○「公共施設等総合管理計画」
を平成29年3月に策定完了。
○第3セクター運営施設等の経
営状況を検証し、管理体制の見
直しを含めた検討を行う。

○公共施設等の総合的かつ計
画的な管理を推進するため「公
共施設等総合管理計画」の策定
に取り組んだ。
○第3セクター運営施設や民間
委託施設の管理運営について検
討を行った。

○公共施設等の総合的かつ計
画的な管理を推進するため「公
共施設等総合管理計画」を策定
した。
○第3セクターの経営状況等を
検証し、道の駅等の一部民間運
営の導入による改善等を検討し
たが、導入には至らなかった。

Ｂ 無

27

○次期住民情報システムをクラ
ウドで導入・構築し、平成27年7
月から、これまでの機器賃借方
式からサービス利用方式で運用
を開始。

○次期住民情報システムの保守
運用について、毎月実施する定
例会で報告・改善案等の検討実
施。

○次期住民情報システムをクラ
ウドで導入・構築し、システム保
守運用について、委託業者とコ
ンサルタントを交えて、運用に係
る検証を行う定例会を毎月1回
実施した。
○クラウド導入に係るシステム利
用料とアウトソーシング費用を明
確化した。

○定例会の実施によるシステム
運用における全体スケジュール
を確認し、問題点等を把握し、そ
れぞれ解決した。

Ａ

有

・インターネットとの分離、二要
素認証、データ持出し等の制

限、自治体セキュリティクラウド
への参加等によるセキュリティ

強化対策の実施
・国の指針によるセキュリティ対
策の計画変更（業務委託の推

奨）

28

○総務省の指針に従い、イン
ターネットとLGWANの分離、マイ
ナンバー利用事務系への二要素
認証の導入などシステムのセ
キュリティ強化を図る。

○12月までにマイナンバー利用
事務系への二要素認証システム
を導入した。また、年度内にイン
ターネットとの分離を目指し構築
を進めている。

○インターネットとの分離、二要
素認証、データ持ち出し等の制
限、自治体セキュリティクラウド
への参加等によるセキュリティ強
化対策を行うため、業者委託に
より実施した。

○インターネットとの分離、二要
素認証、データ持ち出し等の制
限、自治体セキュリティクラウド
への参加等によるセキュリティ強
化対策が完了した。 Ａ 無

27

○封筒・賞状用紙等各課の使用
予定枚数を調査後、一括購入す
ることによるコスト削減を図った。
○貯蔵物品の消耗品について
は、使用頻度に応じて計画的に
購入するなど、経費の削減を
図った。

○実施事項を引き続き行う。 ○封筒・賞状用紙等各課の使用
予定枚数を調査後、一括購入し
た。
○貯蔵物品の消耗品について
は、使用頻度に応じて計画的に
購入した。
○単価を精査し物品を選定し
た。

○封筒・賞状用紙等各課の使用
予定枚数を調査後、一括購入す
ることによるコスト削減を図った。
○貯蔵物品の消耗品について
は、使用頻度に応じて計画的に
購入するなど、経費の削減を
図った。
○単価を精査した物品を選定す
ることより経費節減を図った。

Ｂ 無

28

○封筒等各課の使用予定枚数
を調査後、一括購入することによ
るコスト削減を図った。
○貯蔵物品の消耗品について
は、使用頻度に応じて計画的に
購入するなど、経費の削減を
図った。

○実施事項を引き続き行う。 ○封筒・賞状用紙等各課の使用
予定枚数を調査後、一括購入し
た。
○貯蔵物品の消耗品について
は、使用頻度に応じて計画的に
購入した。
○単価を精査し物品を選定し
た。

○封筒・賞状用紙等各課の使用
予定枚数を調査後、一括購入す
ることによるコスト削減を図った。
○貯蔵物品の消耗品について
は、使用頻度に応じて計画的に
購入するなど、経費の削減を
図った。
○単価を精査した物品を選定す
ることにより経費節減を図った。

Ｂ 無

健全で持続可能な財政運営 歳出の削減 安価な物品購入方法の検討

市全体の電算システム、電算
機器、ネットワークの現状を把
握し、システム、機器、ネット
ワークの統合・再構築、クラウ
ド化、仮想化などを検討し、事
務効率の向上と更なる経費削
減を図る。

集中購入による安価物品の購
入の推進を図るとともに、耐用
年数・ランニングコストなどを
踏まえた購入方法を検討し、
総体的にかかる経費の節減を
図る。

（１）－③－３
会計課
管財課

（１）－③－１
財政課
関係課

健全で持続可能な財政運営

（１）－③－２
財政課
全課

健全で持続可能な財政運営 歳出の削減
電算システム及び電算機器の
効率的運用

歳出の削減
施設の統廃合を含めた管理
体制及びランニングコストの見
直し

市直営施設の運営状況を検
証し、効率的な施設運営によ
る経費削減を図るとともに、費
用対効果及び住民ニーズを踏
まえた施設の統廃合について
検討を進める。
また、第3セクター運営施設や
民間委託施設などの経営状
況を検証し、管理体制の見直
しを含めた検討及び実施を行
う。

10
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27

【建設課】
○工事発注時にそれぞれの材
料、経費の経済比較を行った。
残土処理場を各現場の近隣に
探すなどした。また、市発注工事
の残土受入れ場の確保に努め
た。
【農林課】
○発注箇所と時期を考慮し他事
業との関連や進捗状況を視野に
入れ、残土処理の転用や交通規
制の調整を図った。また、手戻り
が発生しないように引き続き、関
係課や県との調整を行ってい
る。
【下水道課】
○小口径マンホールの設置をで
きるだけ多く行っている。施工個
所及び施工期間を関係部署と発
注前に再度打ち合わせを行い調
整した。
【水道課】
○関連する道路改良工事、舗装
工事に合わせた配管布設工事を
行い道路の掘削回数の減を図っ
た。しかし、新技術の導入につい
ては目新しいものがなかったた
め図れなかった。

○上半期に引き続き、コスト削減
の意識啓発及び新技術の導入
に向けた研究を行うとともに、二
度堀防止などのための掘削調整
委員会を開催し効率的な事業執
行のため、発注時期などについ
て関係課との調整を引き続き図
る。また、県主催の掘削調整委
員会に参加し、他事業者との連
携も図っていく。

【全体】
○上半期、下半期に庁内掘削調
整委員会を開催し、各課に於い
てコスト縮減について研究するこ
とを確認。
○県工事を踏まえた調整会議に
各課で出席した。
○関係課を集め大型道路建設
に伴う掘り返しを防止するための
会議を開催した。
【下水道課】
○コスト削減に向け、小口径マン
ホールの設置個所の検討を行っ
た。
○施工個所及び施工期間を関
係部署と発注前に再度打ち合わ
せを行い調整した。
【水道課】
○下水道課工事との関連で石綿
管路の埋設替えを行い、掘削工
事の回数減を考えた。
○下水道課工事との関連で工事
発注時期の調整について発注時
期の調整を行い、道路掘削回数
の減を図った。
○建設課の道路改良工事に関
連した掘削回数の減。

【全体】
○各自の意識向上により埋設物
の掘削深の検討や残土などの
流用によりコスト縮減を図った。
また、使用材料の検討などコスト
を抑える検討ができた。
○大型道路に伴う埋設管の調整
会議を開催したことにより掘り返
しの防止が図られた。
【下水道課】
○小口径マンホールの設置基準
の見直しを行った（小口径マン
ホールの連続設置はしないこと
としていたが、更なるコスト縮減
を行うため、マンホール間が７５
ｍ以内であれば連続して小口径
マンホールの設置を可能とし
た）。
【水道課】
○工事発注時期の調整を行っ
た。

Ｂ 無

28

【建設課】
○各種会議、研修会を通じ更な
るコスト縮減の啓蒙活動をおこ
なった。
【農林課】
○年間の工事スケジュールを検
討し、地域の果樹状況や河川の
出水期を外すなど、無理のない
工期設定を行なっている。
【下水道課】
○舗装本復旧について、道路管
理者（建設課）と協議した結果、
幅員4ｍ未満のその他市道、法
定外道路及び道路管理者の認
めた市道については、今年度か
ら仮復旧を省略して本復旧でき
ることとなった。
【水道課】
○関連する道路改良工事、舗装
工事に合わせた配管布設工事を
行い道路の掘削回数の減を図っ
た。また、下水道管布設時に同
一穴布設を行い削減が行えた。

【建設課】
○今後も引き続き啓蒙活動を行
いコスト縮減を図る。
【下水道課】
○上半期で行った舗装本復旧に
ついて引き続き行う。

【全体】
○掘削調整会議に参加し、２度
掘りの撲滅。また、管類の浅埋
や新製品の検討などを行った。
【下水道課】
○舗装本復旧について、道路管
理者（建設課）と協議した結果、
幅員4メートル未満のその他市
道、法定外道路及び道路管理者
の認めた市道については、今年
度から仮復旧を省略して本復旧
できることとなった。
【水道課】
○関連する道路改良工事、舗装
工事に合わせた配管布設工事を
行い道路の掘削回数の減を図っ
た。
○下水道管布設時に同一穴布
設を行い削減を図った。
○県・企業を含む峡東地区内の
掘削調整会議にて関連箇所の
確認を行い調整した。

【全体】
○掘削調整会議により2度掘り
はなかった。十分な強度に耐え
られる範囲で浅埋を行った。側
溝などの製品の検討を行った。
【下水道課】
○舗装本復旧について、道路管
理者との協議により、3割程度の
工事について、舗装仮復旧の省
略を行い、将来的なコストの縮減
を図った。
【水道課】
○他工事との工程の一体化が出
来、道路掘削回数の減を行うこ
とが出来た。

Ｂ 無

27

○補助金支出団体の決算等の
確認（費用対効果の検証）。

○補助金支出団体の決算等の
確認（費用対効果の検証）。

○補助金支出団体の決算等の
確認をし、費用対効果の検証を
行った。

○雪害に対応した新たな補助金
の交付により、一時的な補助金
増加となったが、基幹産業であ
る果樹栽培施設の早期復旧な
ど、生産者の負担軽減につな
がった。

Ｂ 無

28

○補助金支出団体の決算等の
確認（費用対効果の検証）。

○補助金支出団体の決算等の
確認（費用対効果の検証）。

○補助金支出団体等の必要性、
これまでの経過等を関係課に確
認を行った。

○検証結果を担当課に伝達し、
見直し等の必要性の検討を要請
する準備を行った。

Ｂ 無

（１）－③－５
財政課
関係課

健全で持続可能な財政運営 歳出の削減 各種補助金の見直し

市が支出している補助金につ
いて、その費用対効果を検証
し、その結果を反映した補助
金の配分・補助金交付要綱の
見直しなどについて検討・実
施する。

（１）－③－４

建設課
農林課

都市計画課
下水道課
水道課

健全で持続可能な財政運営 歳出の削減
公共工事におけるコスト削減
の研究

コスト削減の意識啓発及び新
技術の導入に向けた研究を行
うとともに、効率的な事業執行
のため、発注時期などについ
て関係課との調整を引き続き
図る。

11
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27

○23年度末に作られたトップマ
ネジメント強化では、課長会議、
企画調整委員会、政策調整担当
をトップマネジメント機能として課
題解決のプロセスを作成したて
いるが、組織機構の改正や、企
画調整機能が停滞していること
から、見直し検討に入った。

○年度末までに、見直しの素案
を策定し、企画調整委員会を経
て課長会議へ見直し案を提出し
ていく。

○見直しの素案作りを進めてき
た。

○見直し素案の完成ができない
ままであったが、横断的な大きな
課題や取組が生じてきたため、
新たな機能強化体系を作る必要
がある。

Ｃ 無

28

○将来にわたり大切にしていき
たい本市の価値観のもと、10年・
20年を展望した本市の将来ある
べき方向性を示すこととなる総合
計画「長期ビジョン」は、審議会、
市民部会、庁内策定委員会等の
協議により、素案作成を10月中
には終えることとなる。
○庁議となる課長会議と、行政
事務の高度化、効率化に対応
し、総合的・計画的に行政を執行
するための「企画調整委員会」を
再編し、これとは別に新たな検
討組織となる『戦略会議』を設置
した。
これは、3つの分野のうち、協議
すべきテーマごとに組織すること
とし、上半期までに3つのテーマ
に対する戦略会議を設置し、横
断的な取り組みとして機能してい
る。

○市民部会、庁内専門部会、審
議会等、総合計画の「長期ビジョ
ン」と「中期計画」についての議
論を重ね、11月上旬には、条例
の定めで議決が必要となる「長
期ビジョン（案）」を審議会で確認
し、市長に対して答申することと
する。
なお、答申を受け、市では12月
定例会で議案上程することとす
る。
○市政課題となる事案につい
て、検討すべき優先順位の項目
に基づき、構成員を決め、項目
ごとの『戦略会議』を開催し、課
題解決に向けた議論を深める。

○市民等による検討結果として
・審議会7回開催
・市民部会9回開催
・その他に事業レビュー研修会、
事業レビューの実施、山梨市未
来会議の開催。
○行政による検討結果として、策
定委員会、策定委員会幹事会、
庁内専門部会を開催。
○戦略会議については、3つの
分野のうち、教育民生分野を除く
２つの分野について、課題となる
項目ごとの戦略会議を開催。

○第2次山梨市まちづくり総合計
画の「長期ビジョン」と「中期計
画」を策定。
また、市民部会において議論を
深めた結果、自らがまちづくりに
参加することを促す「市民から市
民への提言書」を別冊により策
定することができた。
○戦略会議については、引き続
き議論を深めていかなければな
らない事案が多いが、空き公共
施設のうち、廃園となった「旧市
川保育園」の活用方策と活用先
が決することとなった。

○総合計画の
策定

Ａ

○戦略会議の
各事案に対す

る取り組み
Ｂ

○総合計画の策定
有

継続して取り組んできた策定に
係る業務については、平成28
年度をもって完了することとな

る。
　今後は、策定された計画の進

行管理に努めることとなるた
め。

○戦略会議
無

27

○山梨市職員研修規程に基づ
き、山梨県市町村職員研修所の
年間研修計画から管理職として
必要な受講希望研修を選択さ
せ、基本的に受講を義務付け
た。
○各種研修案内の情報提供、自
主的な受講促進を図った。
　
【受講者：10月1日現在】
トップマネジメント受講者数：1名

○未受講者への受講促進。
○各種研修案内の情報提供、自
主的な受講促進。

○山梨市職員研修規程に基づ
き、山梨県市町村職員研修所の
年間研修計画から管理職として
必要な受講希望研修を選択さ
せ、基本的に受講を義務付け
た。
○各種研修案内の情報提供、自
主的な受講促進を図った。

○受講者：3月25日現在
トップマネジメント受講者数：1名

Ｃ 無

28

○山梨市職員研修規程に基づ
き、山梨県市町村職員研修所の
年間研修計画から管理職として
必要な受講希望研修を選択さ
せ、基本的に受講を義務付け
た。
○各種研修案内の情報提供、自
主的な受講促進を図った。
　
【受講者：10月1日現在】
トップマネジメント受講者数：2名

○未受講者への受講促進。
○各種研修案内の情報提供、自
主的な受講促進。

○山梨市職員研修規程に基づ
き、山梨県市町村職員研修所の
年間研修計画から管理職として
必要な受講希望研修を選択さ
せ、基本的に受講を義務付け
た。
○各種研修案内の情報提供、自
主的な受講促進を図った。

○受講者：3月24日現在
トップマネジメント受講者数：4名

Ｃ 無

行政経営の基本的な考え方
に基づく施策、事業展開を効
率的に行うためには、「経営理
念」「目標」「経営戦略」「組織
設計」「計画の策定」など、行
政経営に必要な考え方・方向
性がスムースに決定できる機
能、行政活動全体を調整する
機能が必要である。
現在の企画調整委員会・課長
会議などのあり方について検
証するとともに、意思決定から
事業執行までの流れを理論的
に整理し、効率的・効果的な
トップマネジメント体制を構築
する。

（２）－①－２
秘書人事課

まちづくり政策課
効率的・効果的な行政運営 マネジメントの強化 マネジメント研修の実施

トップマネジメントの強化に
は、管理職の資質向上が必要
となる。トップの行政経営の基
本的な考え方に基づき、必要
な施策を迅速に事業化できる
組織、業務体制を維持していく
ため、効果的な管理職研修を
実施する。

まちづくり政策課（２）－①－１ 効率的・効果的な行政運営 マネジメントの強化
トップマネジメント体制の確立
とマネジメントスキルの向上

12



平成２７年度～平成２８年度　第３次山梨市行財政改革大綱に基づく推進計画書（具体的取組み）総括表

ＮＯ 担当課・関係課 基本目標 課題項目 実施事項 改革の目的及び手法 年度
上半期

具体的取組と成果
下半期

具体的取組スケジュール
当該年度の

具体的取り組み内容
当該年度の取組の成果

年度別推進計画
に対する達成度

次年度における
推進計画の見直しの有無

有の場合はその内容

27

○①行政評価  ②予算  ③総合
計画の有機的な連動を目途に財
政課及びまちづくり政策課で、打
ち合わせ会議を実施。
○①行政評価　②予算　③総合
計画の現状分析を作成中。

○左記の現状分析を基に、両課
等でシステムの構築を検討。

○①行政評価　②予算　③総合
計画の有機的な連動を目途に財
政課及びまちづくり政策課で、打
ち合わせ会議を実施し、財政課
において①行政評価　②予算
③総合計画の現状分析を行っ
た。

○年度内は、現状分析のみにと
どまった。

Ｂ 無

28

○①行政評価　②予算　③総合
計画の連動を目途に財政課及び
まちづくり政策課で、打ち合わせ
会議を実施。
○①行政評価　②予算　③総合
計画に係る意見等を取りまとめ
検討中。

○検討結果に基づき、各様式等
の統一し、新規シートの作成を
行う。

○①行政評価　②予算　③総合
計画の有機的な連動を進めるた
め、財政課及びまちづくり政策課
で、打ち合わせ会議を実施、①
行政評価と③総合計画が連動し
た評価シートの導入を図った。
○これまでの実施計画書及び事
務事業評価の様式において、必
要な情報の入力を最小限に抑え
るため、データが共有できるシー
トを導入した。さらに、平成29年
度事業に対応した新シートの作
成を行った。

○新シートでは、データ入力の
簡略化と共に、整理、分析が容
易となったが、評価データ入力時
の更なる簡略化と職員の事務負
担軽減が課題となった。

Ｂ 無

27

○窓口時間延長、土日の公的書
類発行予約サービス、税金等の
コンビニ収納等の住民への周知
と窓口業務時間等に対する住民
ニーズの把握。

○窓口時間延長、土日の公的書
類発行予約サービス、税金等の
コンビニ収納等の住民への更な
る周知と窓口業務時間等に対す
る住民ニーズの把握に努める。

○窓口時間延長、土日の公的書
類発行予約サービス、税金等の
コンビニ収納等の住民への周知
と窓口業務時間等に対する住民
ニーズの把握に努めた。

○継続的な周知とサービス拡大
の検討が必要であると再認識し
た。

Ｂ 無

28

○利用者の視点に立った窓口業
務の配置を検討（機構改革)。
○証明書等自動交付機導入の
導入を検討。
○本庁・支所機能の確認。

○近隣自治体の機構改革状況
の情報を収集。
○職員アンケート等により、機構
改革後の状況を把握。
○証明書等自動交付機導入自
治体の現状をヒアリング。
○機能確認の手法を検討。

○市民課、子育て支援課等の窓
口業務関係課の機構改革につ
いて検討を行った。
○支所機能の確認とあわせ、証
明書等自動交付機導入の検討
を行った。
○県内の機構改革状況の情報
を収集。
○証明書等自動交付機導入自
治体の現状をヒアリングを実施。
○職員アンケートを実施し、機構
改革後の状況把握と、検討資料
として整理を行った。
○証明書等自動交付機導入自
治体の現状をヒアリングし、導入
状況とマイナンバーカードへの移
行についての検討資料として、
整理を行った。

○職員アンケートによる職員意
識の把握ができた。
○自動交付機導入による費用対
効果の検討、研究が引き続き必
要である。

Ｂ 無

27

○市役所全体の電算システムが
今年度の上半期にバージョン
アップしたことにより、契約担当
では、業者管理台帳等の一部古
いシステムが操作不能になっ
た。
　しかし、昨年度末に導入された
新システム「契約事務システム」
へのデーター移行により、操作
不能の状態が回避され、業務に
支障がない状態を維持できてい
る。

○現在は業者登録管理のみを
行っている新システムだが、業
者選定　・入札・検査等・一連の
契約事務すべてが新システムで
本格稼働できるように準備を行
う。

○電算システムのバージョンアッ
プに対応した契約システムでな
かったため、調整を要したことに
より、導入ができなかった。

○円滑な運用を行うことができ
ず、次年度に行うこととなった。

Ｃ 無

28

○平成29年度から実施する山梨
県市町村総合事務組合において
の入札参加資格審査共同受付
事務についての作業が進み、共
同受付の受付準備を行ってい
る。

○平成29年度分の入札参加資
格審査共同受付を開始（受付期
間1月5日～27日）。

○山梨県市町村総合事務組合
において、平成29年度分の入札
参加資格審査の共同受付を実
施した。

○入札参加資格審査共同受付
の実施により、事務の効率化が
図れた。
○契約システムの有効な活用方
法の検討を行った。 Ａ 無

（２）－③－２ 管財課 効率的・効果的な行政運営 事務改善
入札、契約事務、納品のシス
テムの見直し

契約理由の明確性の向上、契
約管理システムの有効活用等
を図り、入札、契約事務の透
明性、公平性を確保しながら、
効率的な事務処理を行う。

（２）－③－１
財政課
関係課

効率的・効果的な行政運営 事務改善 行政サービス提供の改善

市民サービスの向上を図るた
め、住民ニーズや窓口業務の
現状を把握し、行政サービス
を提供する時間、場所などの
検討を行う。

（２）－②－１
財政課

まちづくり政策課
秘書人事課

効率的・効果的な行政運営
行政評価の活用とＰＤＣＡサイ
クルの確立

行政評価の活用とＰＤＣＡサイ
クルの確立

行政評価の結果及び住民意
向調査などで把握した住民
ニーズの検証結果が、可能な
限り客観的に予算編成や総合
計画の進行管理に反映できる
システムを構築し、優先度の
高い施策、事務事業へ予算や
人員の重点的配分を行い、効
果的な行政経営を図る。
また、行政評価については、
諸要素を整理・分析することに
より、課題を発見し、それを改
善に結び付けるＰＤＣＡサイク
ルを一層推進する。
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27

○経費削減、事務効率向上等の
観点から、全課に事務改善事項
の提出を依頼（4月実施：提出事
項なし）。

○事務改善事案についての情報
収集。

○経費削減、事務効率向上等の
観点から、全課に事務改善事項
の提出を依頼するとともに、事務
改善事案についての情報収集を
行った。

○各課からの事務改善事項の
提案はなかった。

Ｂ 無

28

○経費削減、事務効率向上等の
観点から、全課に事務改善事項
の提出を依頼（4月実施：提出事
項なし）。

○事務改善事案についての情報
収集。

○経費削減、事務効率向上等の
観点から、全課に事務改善事項
の提出を依頼した。
○施設の経費削減計画に基づく
取組みを継続し、状況把握を
行った。

○庁内における事務改善事案に
ついては提出は無かった。
○施設の経費削減計画に基づく
取組みについては、修繕・管理
等での予防保全の実施により、
長寿命化を図る取り組みが見ら
れた。

Ｂ 無

27

○取組なし。 ○1月末をめどに、「まちづくり総
合計画審議会」の下部組織とし
て市民部会を立ち上げ、まちfづ
くりの課題抽出などを行ってい
く。

○組織を立ち上げ、2回のワーク
ショップを行なったが、支所の運
営に対する具体的な議論が現在
なされていない。
○支所との打ち合わせ。

○本庁と支所の役割分担が定着
しており、市民サービスは、維持
されている。

Ｂ 無

28

○牧丘支所については、本年複
合化施設整備を行い、小さな拠
点としての機能強化を行ったとこ
ろである。
○支所機能の在り方は、本年7
月開催の企画調整委員会にお
いて協議し、今後、時間をかけて
組織機構と併せて支所機能の在
り方を検討することとした。
○地域の声を聴く組織として、地
域審議会にかわる新たな機能
を、地区区長会で組織し、各支
所の在り方についてもご意見を
いただくこととした。

【まちづくり政策課】
○地域審議会にかわる新たな機
能を地区区長会で組織し、特に
牧丘地区及び三富地区の課題
について議論する。

【財政課】
○「山梨市公共施設等総合管理
計画」において、行政施設の基
本的な考え方を記載する。

【まちづくり政策課】
○牧丘・三富地区の課題のうち、
小学校統合に係る地元での検討
を、各地区区長会を中心に実
施。

【財政課】
○建物の状況等は調査し、現状
での具体的な計画とあわせて、
「山梨市公共施設等総合管理計
画」に記載した。また、支所機能
の見直しなど、機構改革の面か
らも、検討材料の収集を行った。

【まちづくり政策課】
○三富地区の区長会協議の結
果、旧三富小学校跡地活用につ
いて、民間企業を中心とした企
業立地を進める方策を検討する
こととした。

【財政課】
○支所機能と総合会館、地区公
民館機能を合わせた複合施設と
して施設の改修を行い、管理計
画の基本方針を先行実施した。
（牧丘支所）
○個別計画の中で検討。（三富
支所）

○地域審議会
に代わる新た

な組織
Ｂ

○地域審議会に代わる
新たな組織

無

27

○新グループウェアの導入。 ○新グループウェア構築・データ
移行方法等の検討を行い導入し
た。

○老朽化し不安定となっていた
グループウェアの安定稼働。ま
た、旧システムの後継システム
を導入することによる職員負担
の軽減。

○旧システムの後継システムと
なる新しいグループウェアの運
用開始により、職員負担の軽減
が図れた。

Ａ

有

グループウェアの活用は職員
に一定程度浸透している。

また、グループウェアの機能は
限られており、限られた機能の
中でさらに有効な活用方法を

検討するのは困難となってきて
いる。

28

○グループウェアを運用開始
済。

○電子会議室などグループウェ
アの付属機能の活用の検討を行
う。

○老朽化し不安定となっていた
グループウェアの安定稼働。ま
た、旧システムの後継システム
を導入することによる職員負担
の軽減。

○システムに係る職員研修等を
通じて、新グループウェアの効果
的な運用が図れた。

Ａ 無

27

○新たな指定管理施設の検討
（保育園について担当課に直営
と指定管理のシミュレーションの
作成を依頼）。

○新たな指定管理施設の検討・
協議。
○民営化施設の検討・協議。

○新たな指定管理施設の検討
（保育園について担当課に直営
と指定管理のシミュレーションの
作成を依頼）。
○更新施設（28年度からの新期
間施設）の選定を行った。

○保育園については、設置管理
条例を28年3月議会において、そ
の管理を「指定管理者」が行うこ
とができる条例に改正。具体な
検討及び選考は平成28年度に
行うこととした。
○更新施設（市立牧丘病院、デ
イサービスセンター）について
は、選定事務を行い、従前どおり
の指定管理者を選定した。

Ｂ 無

28

○市内保育園についての指定管
理者制度の府導入について検
討。
○指定管理者制度導入に伴う手
続き等の改善。

○市内保育園への指定管理者
制度の導入と民営化の比較検
討・協議。

○市内保育園についての指定管
理者制度の導入について、県内
自治体及び県外の先進自治体
の事例やヒアリングにより、検討
を進めた。
○指定管理者制度導入に伴う手
続き等の見直しを行った。

○市内保育園への指定管理者
制度の導入と民営化の比較検
討・協議し、民間に譲渡すること
も、市にとってメリットが多いの
で、継続して検討することとした。
○市立産婦人科医院の指定管
理者制度の導入を検討し、平成
29年施設完成時から指定管理と
することとした。

Ｂ 無

指定管理者制度導入の検討
及び推進

各課が所管する施設につい
て、効率的な施設運営の観点
から、指定管理者制度の導入
について検討し、可能なもの
については積極的に導入す
る。
具体的には、導入可能な施設
の洗い出しを行い、導入計画
を作成して積極的な推進を図
る。
また、導入後の施設について
も、管理運営状況を検証し、
更新時には、適切な対応が可
能となる再選定方法について
も検討する。

（２）－③－４

まちづくり政策課
牧丘支所
三富支所
関係課

効率的・効果的な行政運営 事務改善

（２）－③－３
財政課
全課

効率的・効果的な行政運営 事務改善 行政事務の改善

事務改善委員会などを活用
し、経費削減、事務効率の向
上などの観点から協議を行
い、事務の改善につなげる。

支所運営の検討

合併から10年を迎える中で、
市の一体感は醸成された。そ
の中で行政のスリム化と市民
サービスの向上において、支
所の必要性を検証する。
平成27年度から第2次の総合
計画の策定作業に入るが、ど
のような将来構想を描くのか、
外部組織「まちづくり委員会」
を立ち上げ、その中で地域の
声を聞く下部組織も設置し、支
所機能の方向性も明確にして
いく。

（２）－③－５ 財政課 効率的・効果的な行政運営 事務改善 庁内情報共有化の促進

グループウェアを活用して、主
要な施策・会議・イベントに関
する様々な情報を、全職員が
共有できる手段、方法を検討
し、業務の効率化と市民サー
ビスの向上を図る。

（２）－④－１
財政課
関係課 効率的・効果的な行政運営

事務・業務のアウトソーシング
の推進
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平成２７年度～平成２８年度　第３次山梨市行財政改革大綱に基づく推進計画書（具体的取組み）総括表

ＮＯ 担当課・関係課 基本目標 課題項目 実施事項 改革の目的及び手法 年度
上半期

具体的取組と成果
下半期

具体的取組スケジュール
当該年度の

具体的取り組み内容
当該年度の取組の成果

年度別推進計画
に対する達成度

次年度における
推進計画の見直しの有無

有の場合はその内容

27

○各課において委託可能な事業
の洗い出し。

○各課において委託可能な事業
の洗い出し。

○各課において事務・事業が委
託可能であるか検討した。

○新規委託事業はなかった。

Ｂ 無

28

○各課において委託可能な事業
の洗い出し。

○各課において委託可能な事業
の洗い出し。

○各課において事務・事業が委
託可能であるか検討した。

○新規委託事業はなかった。

Ｂ 無

27

○平成27年度からの機構改革に
伴う執務スペースの問題点等を
検証。

○機構改革による執務スペース
の問題点を解消。
○組織・機構等の検証。

○28年3月議会において、一部
機構を変更（平成28年度から）。
○平成27年度機構改革による執
務スペースの問題点等の解消に
ついて検討を継続。

○商工労政課に企業立地を推
進する「企業立地担当」を新設し
た。

Ｂ 無

28

○平成27年度からの機構改革に
伴う執務スペースの問題点を検
証（職員アンケート等により、機
構改革後の状況を把握）。

○機構改革による執務スペース
の問題点の検討。
○小規模な機構改革の実施（仮
称：観光開発担当の設置）。

○機構改革に対する職員アン
ケートを実施した。
○アンケート結果において、執務
スペースの問題点等を上げた意
見が30％を占め、全庁的に改善
を進めることが必要となった。
○全庁的に事務内容の把握、人
員体制、執務スペースの問題な
ど、計画的な機構改革の検討を
開始した。
○支所機能の見直し等も併せ
て、資料収集を開始した。

○観光課に「観光開発担当」を
新設した。

Ｂ 無

27

○山梨市職員研修規程に基づ
き、山梨県市町村職員研修所の
年間研修計画から受講希望研
修を選択させ、基本的に受講を
義務付けた。
○各種研修案内の情報提供、自
主的な受講促進を図った。

【受講者：10月1日現在】
・新任職員研修受講者数：21名
・現任職員研修受講者数：24名
・監督者研修受講者数：11名
・管理者研修受講者数：8名
合計64名

○未受講者への受講促進。
○各種研修案内の情報提供、自
従的な受講促進。

○山梨市職員研修規程に基づ
き、山梨県市町村職員研修所の
年間研修計画から受講希望研
修を選択させ、基本的に受講を
義務付けた。
○各種研修案内の情報提供、自
主的な受講促進を図った。

○受講者：3月25日現在
・新任職員研修受講者数：21名
・現任職員研修受講者数：32名
・監督者研修受講者数：12名
・管理者研修受講者数：10名
合計75名

Ｂ 無

28

○山梨市職員研修規程に基づ
き、山梨県市町村職員研修所の
年間研修計画から受講希望研
修を選択させ、基本的に受講を
義務付けた。
○各種研修案内の情報提供、自
主的な受講促進を図った。
　
【受講者：10月1日現在】
・新任職員研修受講者数：12名
・現任職員研修受講者数：30名
・監督者研修受講者数：11名
・管理者研修受講者数：10名
合計63名

○未受講者への受講促進。
○各種研修案内の情報提供、自
主的な受講促進。

○山梨市職員研修規程に基づ
き、山梨県市町村職員研修所の
年間研修計画から受講希望研
修を選択させ、基本的に受講を
義務付けた。
○各種研修案内の情報提供、自
主的な受講促進を図った。

○受講者：3月24日現在
・新任職員研修受講者数：12名
・現任職員研修受講者数：43名
・監督者研修受講者数：15名
・管理者研修受講者数：19名
合計89名

Ａ 無

（３）－①－１ 財政課 機能的な組織・人財育成
組織・機構の継続的な検証と
見直し

組織・機構の継続的な検証と
見直し

平成27年度からの機構改革
の組織・機構等を継続的に検
証し、必要に応じて見直しを行
う。

（２）－④－２
財政課
関係課

効率的・効果的な行政運営
事務・業務のアウトソーシング
の推進

民間委託の検討及び推進

事業内容を検証し、特に行政
関与の必要性の観点から、可
能なものについては民間に委
託し、事業に係る人件費等の
削減を図る。
各課において、委託可能な事
業の洗い出しを行い、計画を
作成して、順次、直営から委
託への切り替えを行う。

（３）－②－１ 秘書人事課 機能的な組織・人財育成 職員研修の効果的実施 階層別研修の実施

職員研修計画に基づき、新任
職員、現任職員（主事・主
任）、監督者（副主査・主査・副
主幹・主幹）、管理職（課長補
佐・監・課長）など階層別研修
に関する実施プランを作成し、
計画的に実施する。
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平成２７年度～平成２８年度　第３次山梨市行財政改革大綱に基づく推進計画書（具体的取組み）総括表

ＮＯ 担当課・関係課 基本目標 課題項目 実施事項 改革の目的及び手法 年度
上半期

具体的取組と成果
下半期

具体的取組スケジュール
当該年度の

具体的取り組み内容
当該年度の取組の成果

年度別推進計画
に対する達成度

次年度における
推進計画の見直しの有無

有の場合はその内容

27

○山梨市職員研修規程に基づ
き、山梨県市町村職員研修所の
年間研修計画から受講希望研
修を選択させ、基本的に受講を
義務付けた。
○各種研修案内の情報提供、自
主的な受講促進を図った。
　
【受講者：10月1日現在】
・各種専門研修受講者数：59名

○未受講者への受講促進。
○各種研修案内の情報提供、自
従的な受講促進。

○山梨市職員研修規程に基づ
き、山梨県市町村職員研修所の
年間研修計画から受講希望研
修を選択させ、基本的に受講を
義務付けた。
○各種研修案内の情報提供、自
主的な受講促進を図った。

○受講者：3月25日現在
・各種専門研修受講者数：117名

Ａ 無

28

○山梨市職員研修規程に基づ
き、山梨県市町村職員研修所の
年間研修計画から受講希望研
修を選択させ、基本的に受講を
義務付けた。
○各種研修案内の情報提供、自
主的な受講促進を図った。

【受講者：10月1日現在】
・各種専門研修受講者数：71名

○未受講者への受講促進。
○各種研修案内の情報提供、自
主的な受講促進。

○山梨市職員研修規程に基づ
き、山梨県市町村職員研修所の
年間研修計画から受講希望研
修を選択させ、基本的に受講を
義務付けた。
○各種研修案内の情報提供、自
主的な受講促進を図った。

○受講者：3月24日現在
・各種専門研修受講者数：131名

Ａ

有

・平成29年度以降の年度別数
値目標100人を140人に変更

・平成28年度までの実績により
目標値を増

27

○全職員を対象に人事評価（試
行）の業績評価に係る自己目標
設定の実施。

○業績評価に係る目標設定に対
する自己評価及び評価者・調整
者の評価実施。
○H28年度から本格導入を予定
していることから、全職員を対象
に、必要な研修会等の実施。

○全職員を対象に人事評価（試
行）の業績評価に係る自己目標
設定の実施。
○業務評価に係る目標設定に対
する自己評価及び評価者・調整
者の評価実施。
○全職員を対象に、人事評価研
修会を実施。

○国からの要請による、「人事評
価制度」の試行による導入が完
了した。

Ａ 無

28

○本年度から人事評価制度を本
格実施し、全職員を対象に、人
事評価の業績評価に係る自己
目標設定を行った。

○業績評価に係る目標設定に対
する自己評価及び評価者・調整
者の評価実施、能力評価に係る
自己評価及び評価者・調整者の
評価実施。

○本年度から人事評価制度を本
格実施し、全職員を対象に、人
事評価の業績評価に係る自己
目標設定を行った。
○業績評価に係る目標設定に対
する自己評価及び評価者・調整
者の評価実施、能力評価に係る
自己評価及び評価者・調整者の
評価実施。

○国からの要請による、「人事評
価制度」の本格導入が完了した
が、公正・公平かつ客観的な評
価の方法、また、給与への反映
方法等の課題があり、引き続き
検討を必要とする。 Ｂ 無

27

○第3次定員適正化計画（H28～
H32）の必要性検討。

○類似団体等比較し、適正な職
員数を確保するため、ヒアリング
等を実施する。

○類似団体等比較し、適正な職
員数を確保するため、ヒアリング
等を実施した。

○第3次定員適正化計画（H28～
H32）の策定を検討した。

Ａ 無

28

○適正な職員数の確保のため、
今後の事業計画や類似団体等
の比較など検討し、引き続き定
員適正化計画を策定する。

○第3次定員適正化計画（H28～
H32）を策定する。

○第3次定員適正化計画（H28～
H32）を策定した。（目標値：平成
33年4月1日の職員数325人）

○適正な職員数の確保のため、
今後の事業計画や類似団体等
の比較など検討し、引き続き定
員適正化計画を策定する。

Ａ 無

27

○SNSの活用について、9月1日
からFacebookページを立ち上げ
ることで広報手段を拡張すること
とした。

○市長を囲む座談会時などに広
聴広報についてのアンケートを
実施するなどにより、市民の声を
集めて効果を検証していきたい。

○SNSの活用について、9月1日
からFacebookページを立ち上げ
ることで、広報手段を拡張するこ
とができた。また、ホームページ
についてアンケートを実施した。

○Facebookページについて、常
時閲覧を希望する登録ユーザー
が122件となった。また、市ホー
ムページについてのアンケート
実施により、11件の意見が寄せ
られ、次年度のホームページの
更新内容に反映させた。

Ｂ 無

28

○広報誌について、より効果的
な活用ができるよう、誌面作りに
使用するフォントサイズを大きく
するなどの取り組みを実施した。
○ホームページのリニューアル
に向けてプロポーザルを実施し、
業者選定と更新作業に取り組ん
だ。

○市長を囲む座談会時を実施、
あわせてアンケートなどを実施す
ることで、広報誌ホームページな
どの効果検証をしていく。
○ホームページについてリ
ニューアルし、情報提供をさらに
効果的にする。

○広報誌について、より効果的
な活用ができるように誌面作りに
使用するフォントサイズを大きく
するなどの取り組みを実施。協
働事業などの取り組みを取り上
げ市民への浸透を図る。また、
ホームページについてリニューア
ルし、アクセシビリティについて
配慮してリニューアルした。

○広報誌について、山梨県の広
報コンクールについて優秀賞を
受賞。誌面づくりの効果について
実証された。また、ホームページ
については、アクセシビリティに
ついての配慮、フォームからの
問い合わせを実装したことにより
一定の効果をあげた。

Ｂ 無

（３）－②－２ 秘書人事課

（３）－③－１
秘書人事課

全課
機能的な組織・人財育成 人事評価制度の構築 人事評価制度の構築

職員の能力向上・人財育成を
図るため、地方公務員法の改
正により平成28年度から人事
評価制度が導入されることか
ら、平成27年度から全職員を
対象に試行を行い、人事評価
の給料への反映基準及び昇
給昇格等運用方法について、
全庁的に制度として構築す
る。

機能的な組織・人財育成 職員研修の効果的実施 専門研修の実施

山梨市職員研修規定に基づ
き、職務に応じて必要とされる
知識の取得を目的とした専門
研修に関する研修を引き続き
実施する。

広報媒体の効率的活用・市民
の声の検証と活用

広報誌、ホームページなどの
情報提供ツールの効果検証を
行い、SNSなどを活用した情
報提供方法を検討する。市長
をかこむ座談会、住民意向調
査など様々な方法により聴取
した市民の声を総体的に検
証・整理し、担当部署と情報の
共有及び活用を図る。

（３）－④－１ 秘書人事課 機能的な組織・人財育成 定員管理の適正化 職員定数の見直し

第2次山梨市定員適正化計画
の取り組み状況を踏まえ、スリ
ムで効率的な行政組織を目指
し、市の事務・事業及び行政
範囲に見合う職員定数の適正
化を図る。
平成27年度に終了となる第2
次山梨市定員適正化計画で
は、目標削減人数をクリアして
おり、又類似団体との比較に
ついても標準人数を下回って
おり、平成27年度以降計画の
必要性を検証する。

（４）－①－１ 秘書人事課 市民とともに創るまちづくり 広聴・広報機能の充実と活用
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平成２７年度～平成２８年度　第３次山梨市行財政改革大綱に基づく推進計画書（具体的取組み）総括表

ＮＯ 担当課・関係課 基本目標 課題項目 実施事項 改革の目的及び手法 年度
上半期

具体的取組と成果
下半期

具体的取組スケジュール
当該年度の

具体的取り組み内容
当該年度の取組の成果

年度別推進計画
に対する達成度

次年度における
推進計画の見直しの有無

有の場合はその内容

27

○ホームページトップにパブリッ
クコメント制度の受付専用バナー
を作成した。
○広報やまなしにおいて、パブ
リックコメント制度の募集時にパ
ブリックコメント制度の説明を記
載し、理解が深まるようにした。

○前期の取り組みを継続させて
パブリックコメント制度の周知と
活用を図る。

○ホームページトップにパブリッ
クコメント制度受付専用バナーを
作成。また、パブリックコメント制
度についての説明を広報掲載時
に記載するとともに、市長を囲む
座談会において募集中のパブ
リックコメントについてのチラシの
配布を実施した。

○パブリックコメント7件に関し
て、29件の意見が寄せられ、駅
南整備事業をはじめ、その他各
種計画等について、各担当課に
おいて、事業、計画への参考とし
実施、策定を進めた。 Ｂ 無

28

○パブリックコメントについて広
報誌面において分かりやすく周
知するように努めた。

○前期の取り組みを継続させて
パブリックコメント制度の周知と
活用を図る。

○パブリックコメント制度につい
て、広報誌面、ホームページなど
においての周知と活用を図った。

○平成28年度に実施したパブ
リックコメント6件において、都市
計画道路見直しの方向性、また
観光振興計画等についても、各
担当課において、事業、計画へ
意見を参考に実施、策定を進め
た。

Ｂ 無

27

○Facebookページを9月1日から
運用を開始した。

○他にも電子化されたサービス
で有効活用できるものがないか
を研究していく。

○Facebookページを9月1日から
運用を開始した。

○Facebookページについて、常
時閲覧を希望する登録ユーザー
が122件であったことから、情報
発信の強化が行えた。 Ｂ 無

28

○ホームページのリニューアル
作業に伴い、効果的なホーム
ページ、使いやすいホームペー
ジとなるよう、アクセシビリティな
どについて検討した。

○ホームページのリニューアル
移動に伴って、より効果的なホー
ムページ、SNSなど各種メディア
活用法について検討を実施し取
り組み。

○ホームページのリニューアル
をしたことにより、12月1日より稼
働。アクセシビリティに配慮し文
字サイズや、読み上げ機能など
が使えるようなページ、また、ス
マートフォン端末からアクセスし
た場合にも配慮したものとした。

○ホームページのリニューアル
をしたことにより、観光のページ
などは旧ホームページに比べて
アクセス数の増加傾向が見られ
るなど、一定の効果が上がって
いる。

Ｂ 無

27

○平成27年度提案型協働事業
（7事業）の実施。
○平成28年度提案型協働事業
の募集開始(10/1～)。

○平成27年度提案型協働事業
（7事業）の実施。
○平成28年度提案型協働事業
の募集（～1/29）、事前相談会の
開催。
○平成28年度公募型協働事業
を各課へ募集。
○「協働のまちづくりサポーター
制度」に基づく庁内会議の開催。
○「市民活動団体登録制度」に
基づく団体募集、情報発信。
○協働のまちづくり交流会の開
催。

○平成27年度提案型協働事業
（7事業）の実施・完了手続。
○平成28年度提案型協働事業
の募集、事前相談会、選考委員
会の開催。
○平成28年度公募型協働事業
を各課へ募集→応募なし。
○「市民活動団体登録制度」に
基づく団体募集。
○協働のまちづくり交流会の開
催。

○平成28年度提案型協働事業
の募集を行ったところ、10団体10
事業の応募があり、うち7事業が
採択となった。地域と協働する具
体的な事例が創出されることに
より、今後も協働事業の推進が
図られていくものと考える。
○「協働のまちづくりサポーター
制度」に基づく庁内会議は開催
できなかったが、平成28年度に
は協働の基盤づくりとして実施す
る方向である。
○今後も更なる情報収集や庁内
外への発信が必要である。

Ｂ 無

28

○平成28年度提案型協働事業
の実施（9事業）。
○市民活動団体の登録及び情
報発信（3団体）。
○行政内部での協働推進を目的
とした職員研修会の開催（8/31、
90人参加）。
○子育て支援課・介護保険課・
市内NPO法人との協働による、
フルーツ体操の振付・発表
（8/6、子どもフェスティバル）。

○平成28年度提案型協働事業
の実施（9事業）。
○平成29年度提案型協働事業
の募集開始及び事前相談会の
開催(10/1～1/31)。
○平成29年度公募型協働事業
を各課へ募集。
○「協働のまちづくりサポーター
制度」に基づく庁内会議の開催。
○市民活動団体の登録募集。
○協働のまちづくり交流会の開
催（10/29）。
○事業者との協働イベントの開
催（11/1～6、ライオン10周年展
示会）。

○平成28年度提案型協働事業
の実施（9事業）・完了手続。
○平成29年度提案型協働事業
の募集、事前相談会・選考委員
会の開催。
○平成29年度公募型協働事業
を各課へ募集し、相談はあった
が応募なし。
○市民活動団体の募集・登録（3
団体）。
○関係課・NPOとの協働による、
フルーツ体操の振付・発表。
○行政内部での協働の理解と推
進を目的とした職員研修会を開
催。
○協働のまちづくり交流会の開
催。
○ライオンとの協働イベントの開
催。

○平成29年度提案型協働事業
の募集を行ったところ、8団体8事
業の応募があった。うち7事業が
採択となり、地域と協働する具体
的な事例の創出が期待され、今
後も協働事業の推進が図られて
いくものと考える。
○庁内会議は開催できなかった
が、職員研修会を開催したとこ
ろ、多くの参加を得て、行政内部
での協働の理解・推進が図られ
た。
○協働の必要性・具体的な取り
組み方法を研究し、今後も更な
る情報収集や庁内外への発信
が必要と考える。

Ｂ 無

（４）－④－１
まちづくり政策課

全課
市民とともに創るまちづくり 協働のまちづくりの推進 協働事業の推進

「みんなで山梨市をよくする協
働事業推進の方針」に基づ
き、市民、事業者、行政が協
力・連携し、市民の視点に立っ
たまちづくりを進めるため、協
働事業モデルの推進、市民活
動団体との連携、庁外への情
報発信、行政内部の推進支援
組織による職員の情報共有・
活用、「協働の窓口」機能の充
実を図る。

（４）－②－１ 秘書人事課 市民とともに創るまちづくり 市民参画機会の拡充
パブリックコメント制度の周
知、活用機会の充実

パブリックコメント制度につい
ては、実施しても多くの意見が
出されていない状況がある。
制度が積極的に活用されるよ
う周知方法を研究し、効果的
な制度にするための活用機会
の拡充を図る。

（４）－③－１
秘書人事課

財政課
市民とともに創るまちづくり

市民が使いやすい情報化
の推進

市民が使いやすい情報化の
推進

市民にとって使いやすいICT
（情報通信技術）の構築のた
め、すでに電子化したサービ
スの利用状況・利用者満足度
などを検証するとともに、新た
なサービスの提供を推進す
る。
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