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目標を著しく未達成 成果が50%未満 期待を大幅に下回る成果

未着手 未着手 未着手

目標を下回る達成 成果が70%～89% 期待をやや下回る成果

目標を未達成 成果が50%～69% 期待を下回る成果

目標を上回る達成 成果が110%以上 成果を大幅に上回る成果
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年度別推進計画に対する達成度評価



NO （１） - ① - 1

NO （１） - ① - 2

H30
企業債借入残高  2,200,000千円以下に抑制
年間企業債借入額  100,000千円以内

T4

R1
企業債借入残高  2,200,000千円以下に抑制
年間企業債借入額  100,000千円以内

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

・管路の耐震化 （関係事業とタイアップし、合理的な施設更新の実施と計画に基づく管路整
備）
・水道設備の更新 （老朽化した水道設備・機器等の更新の実施）
・安定水量の確保 (老朽化した導水管・浄水場設備機器等更新の実施)
・漏水防止により、動力費や薬品費が削減でき、省エネルギー化が図られる。
・Ｈ30　企業債残高2,246,433,106円　　企業債借入額　94,600,000円
・Ｈ30　企業債残高2,246,433,106円　　企業債借入額　94,600,000円
「水道ビジョン（H27）」における水道事業の現状と課題に基づき、有収率の向上（漏水防止・
安定水量の確保）やアセットマネジメント（資産管理）により、計画的に石綿セメント管や老朽
化した管路・水道施設の更新を図り、安全で強靭な持続可能な水道事業の運営に努めた。
　　また、企業債の借入残高（総額22億円以下）及び借入額（年/1億円以下）」の目標を設定
した中で、事業や収支内容の精査を行い、企業債の借入額の抑制に努めた。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標 ・企業債借入残高　・年間企業債借入額

取組状況

・水道水の有収率の向上、老朽管等の水道施設の更新を図り、「安全」、「強靭」、「持
続」の観点から、効率的な水道事業の運営を行う。
・業務見直しにより、企業債残高の抑制を行う。
・収支内容の確認により、年間企業債借入額の抑制を行う。

担当課、関係課 水道課 担当者 保坂洋勝

実施項目 中長期財政計画の進行管理（公営企業会計）

T4 －

達成度 効果値取組年度

H30

R1

実質公債費比率：13.8％以内　　将来負担比率：170％以内

年度別目標値（定量／定性）

実質公債費比率：13.8％以内　　将来負担比率：170％以内

○平成30年度決算により、実質公債費率「11.0%」、将来負担比率「118.4%」（令和元
年7月1日現在速報値）となり、いずれも前年度から「0.2%」、「6.9%」減少し、年度
別目標値を下回った。今後、令和2年度までは大型普通建設事業が集中する期間であ
り、地方債現在高及び公債費償還額が年々増加していくことが見込まれるため、実質
公債費率及び将来負担比率の悪化が懸念されているが、特定財源の確保や有利な起債
を活用することにより数値の抑制を図っていく。

①実質赤字比率②連結実質赤字比率③実質公債費比率④将来負担比率　＊①②には赤字が出た場合

「各種主要事業・懸案事項のヒアリングの実施及び扶助費等」について、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基礎数値を構築した。これに基づき中期財
政見通しを作成し、財政健全化への周知や理解、財政運営の健全性を保持しつつ予算編成に
取組むこととした。

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

担当課、関係課 財政課 担当者 保科伸二

改革の目的
（概要）

中長期財政見通しの進行管理（一般会計）・公表実施項目

数値目標

取組状況

事業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、中長期的な財政状
況を推計し、将来にわたって財政の健全性を堅持する。
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NO （１） - ① - 2

NO （１） - ① - 3

H30 共済加入率 67.0％ T3

R1 共済加入率 67.3％

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

○共済加入者数　23,416人
○共済加入率 66.1％　（※目標値 67.0％)
○歳入合計11,808,293円　歳出合計 10,921,141円    基金繰入額　887,152円
   (※交通災害見舞金 146件　7,639,000円　火災災害見舞金 5件　1,965,000円)
○H30末基金残高65,374,724円

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標 共済加入率

取組状況

○交通火災災害共済事業中期計画に基づき、事業の収支状況、見舞金支払準備基金の残高等
考慮し、見舞金の支給額をH30から増額し、見舞金をより手厚くすることにより加入促進を
図った。
○健全な財政運営のため、転入者、出生者に対し加入案内を送付し、加入の勧奨を行った。
○広報誌や加入案内説明チラシにより事業の運営状況及び基金状況について公表した。

担当課、関係課 総務課 担当者 保坂真一

実施項目 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

H30 基準外繰入金　　190.000千円以下に抑制 T5

R1 基準外繰入金　　190.000千円以下に抑制

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

○平成30年度の基準外繰入金額　　合計　111,479,000円
　　・ 3条(収益的収入)
　　　　【公共】　　18,746,030円　【特環】　　16,611,000円　計  35,357,030円
　　　・ 4条(資本的収入)
       　　 【公共】　　62,037,970円　【特環】　　14,084,000円　計  76,121,970円
○水洗化率(接続)を向上させ使用料収入を増やし、収益的収入と資本的収入の繰入金の精査を行
い基準外繰入金を減少させていく。
○接続要望のある中で、人口密度が高い住宅地を優先的に整備し、継続路線も含め接続率の向上
を図る。
○単年度における整備事業の精査を行うとともに、令和５年度に予定している全体計画の変更に
おいて整備区域を縮小する。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標 基準外繰入金

取組状況
・使用料の段階的な改定及び水洗化(接続)の促進を行った。
・繰入金の精査等

担当課、関係課 下水道課 担当者 雨宮有

実施項目 中長期財政計画の進行管理（公営企業会計）
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NO （１） - ① - 3

NO （１） - ① - 3

H30 基準外繰入金36,132千円以下に抑制（経営戦略数値） T2

R1 基準外繰入金35,820千円以下に抑制（経営戦略数値）

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

○平成30年度の一般会計繰入金額　　合計　41,188,606円
○地方公営企業会計への移行が先送りされたことにより、移行費用が起債対象外とな
り一般会計繰入金が増加してしまった。 (平成29年度より3,500,000円弱の増加)
○使用料の改定については、現在の下水道使用料と比較しても高い状況であるため、
現時点での改定は難しい。しかし、今後、地方公営企業会計へ移行することとなった
場合は改定が必要不可欠となる。
○市設置型浄化槽事業の実施期間が平成29年度から令和3年度までとなっており、現在
は、人口減少等の要因から年々設置基数も減少している状況である。今後は、将来に
おける設置基数及び維持管理費用も考慮し、環境課で実施している個人設置型浄化槽
事業との統合も踏まえた中で、事業の方向性を定めていく。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標 基準外繰入金

取組状況

○浄化槽事業特別会計
　 一般会計繰入金の抑制(36,132千円 経営戦略数値)
・浄化槽の使用について、使用者への注意喚起を行った。
・使用料の改定について、課内で検討。

担当課、関係課 下水道課 担当者 雨宮有

実施項目 中長期財政計画の進行管理（浄化槽事業特別会計）・公表

H30 令和2年度簡易水道特別会計より、簡易水道企業会計への移行準備 T4 －

R1 令和2年度簡易水道特別会計より、簡易水道企業会計への移行準備

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

平成30年度は、簡易水道事業の移行業務で行ったことは主に固定資産等の調査を行
い、ほぼすべてにおいて現状把握ができたと思われる。しかし、令和2年度から簡易水
道事業が公営企業となり、独立採算制の運営を行うことが原則となるが、当面の経営
状況は、大きく変わらないことが予想されるため、どうしても、多額な一般会計繰入
金が必要となる。今後、少しでもその抑止力になるためには、将来の見通した財政運
営において、水道料金の見直しを含め抜本的な改善が必要となる。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

平成28年度から給水人口の減少や節水機器の普及により、料金収入減が見込まれる状況の
中、計画的な更新投資や財源確保、中長期的な視点からの経営が求められていることから、
簡易水道事業を令和2年度より特別会計から、企業会計に移行する取り組みを進めている。
　また、施設・設備の維持管理や老朽化した管を計画的に更新するために、固定資産等の現
状把握の調査を行い、固定資産台帳整備を進めた。

取組状況

改革の目的
（概要）

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。

数値目標

担当課、関係課 水道課 担当者 保坂洋勝

実施項目 中長期財政計画の進行管理（簡易水道事業特別会計）・公表
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NO （１） - ① - 3

NO （１） - ① - 3

H30 一般会計繰出金　　▲10,000千円（対前年度比） T1

R1 一般会計繰出金　　▲13,000千円

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

○一般会計繰出金 10,889千円　（数値目標 ▲10,000千円）
　　※H29 41,260千円 → H30 42,149千円

○施設利用者数　前年度比　97%
　　※H29：134,885人　→　H30：131,220人

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標 一般会計繰入金

取組状況

○イベント時におけるPR活動により施設の利用者増を図った。
○修繕箇所に優先順位をつけ、計画的な修繕を行った。

担当課、関係課 観光課 担当者 武川淑人

実施項目 中長期財政計画の進行管理（活性化事業特別会計等）・公表

H30
総合事業の奨励、要介護認定者の重度化防止、介護給付の適正化、
認定率の増加防止

T3

R1
総合事業の奨励、要介護認定者の重度化防止、介護給付の適正化、
認定率の増加防止

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

○第７期介護保険事業計画に基づいた取り組みが行えた。
○適正な認定調査のため、全国値との比較による乖離項目の改善や調査員研修への参加により、
調査項目の判断基準の平準化を進めることができた。
○ケアプランチェック、事業所実地指導などの取り組みを強化することにより、保険者の考え方
をしっかり伝えることができた。
○第7期介護保険事業計画において位置づけた介護給付適正化計画に従い、給付の適正化と予防
事業の強化を図り健全運営に努める。
○これら取り組みの継続により、介護給付費の増加を抑制し、介護保険料の負担を増やさない。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標

取組状況

○計画に基づく取り組み（介護給付の適正化、高齢者の自立支援・重度化防止）を推進。
○毎月の給付実績を検証する。

担当課、関係課 介護保険課 担当者 古屋真里子

実施項目 中長期財政計画の進行管理（介護保険特別会計等）・公表
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NO （１） - ① - 3

NO （１） - ① - 4

H30
ホームページで掲載している財務書類つについて、「見やすさ」対策を行
う。

T3

R1
ホームページで掲載している財務書類つについて、「見やすさ」対策を行
う。

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

○総務省の統一的な基準により作成された財務諸類は、市ホームページに掲載し、市
民向けに公開した。さらに住民にもわかりやすく説明するため、新公会計制度の導入
の経過から財務書類４表の説明も添えて公開した。今後さらに先進自治体の公表資料
と比較し、できる限り簡潔にまとめ、表やグラフを用いた分析の明示を検討してい
く。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標

取組状況

○「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」（平成27年1月23日総務大臣通知）に基づ
き、平成29年度決算に関わる地方公共団体統一基準による財務書類を作成するため、作成支援業務を
外部委託し実施。
○平成29年度決算における新公会計財務書類（統一的な基準）を作成し、一般会計等財務書類及び連
結財務書類について、平成31年3月にHPにおいて公表した。

担当課、関係課 財政課 担当者 保科伸二

実施項目 新公会計制度に基づく財務書類の整備と公表

H30 ジェネリック薬品の使用率70% T4

R1 ジェネリック薬品の使用率75%

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

＜ジェネリック医薬品使用率＞
■H30年度目標値：70%（国の数値目標80%）
平成30年4月時点　64.9%　⇒　平成31年3月時点　71.6%　（6.7%の上昇）　※目標値
の102.2%
＜最大効果額＞　70,740,000円（月平均5,895,000円）
※山梨市国保被保険者のすべての調剤が一番安いジェネリック医薬品に変更した場合
に期待される最大効果（減額）額

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標 ジェネリック医薬品の普及率

取組状況

＜医療費適正化のためのジェネリック医薬品使用推進等への取組＞
◎広報やまなし掲載
◎ジェネリック医薬品差額通知書の発送（先発医薬品と後発医薬品の差額のわかる通知）
◎医療費通知の発送（偶数月：年6回）
◎市内医療機関への訪問による、ジェネリック医薬品使用のお願い（協働事業）

担当課、関係課 市民課 担当者 渡邊輝昭

実施項目 中長期財政計画の進行管理（国民健康保険特別会計等）・公表
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NO （１） - ① - 5

NO （１） - ① - 6

H30 一定シーリングをかけた「配当方式」の有効性を再検討再構築する T4

R1 一定シーリングをかけた「配当方式」の有効性を再検討再構築する

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

○枠配当方式については、一定のシーリングをかけた配当額によるため、厳しい予算
編成が強いられることから、更に配当方式の有効性及び改善について庁内の意見聴取
及び他市の状況を確認し検討する必要があるが、本年度については、配当方式により
計画どおりの一般財源配当額で予算編成することができた。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標

取組状況

○予算における一般財源配当を行う前段として、平成29年度普通会計決算の目的別・性質別決算状況
を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。

担当課、関係課 財政課 担当者 保科伸二

実施項目 予算編成時における配当方式の検証と改善

H30 事務事業評価と主要事業ヒアリング及び当初予算査定の連動性を確立する T4

R1 事務事業評価と主要事業ヒアリング及び当初予算査定の連動性を確立する

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

○該当する各課において、事業の見直し等評価結果に基づいて予算要求を行い、一定
の成果を得ることができた。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標

取組状況

○平成31年度予算編成にあたり、平成29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
リングを行い評価結果の作成し、11月に各課に結果を通知した。
○平成29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、次のとおり実施した。
①10月に実施する平成31年度主要事業ヒアリングの内容聴取の材料とした。
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31年度当初予算担当者査定の査定材料とした。

担当課、関係課 財政課 担当者 保科伸二

実施項目 事務事業評価を活かした予算編成
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NO （１） - ② - 1

NO （１） - ② - 2

H30 推進計画書参照 T3

R1 　　　〃

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

【収納率】
　・現年度分　84.87%（86.5%）
　・過年度分　　7.46%(16.50%）

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

「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。

数値目標 保険料等収納率

取組状況

督促状の送付とともに、年金支給月を中心に、臨戸や電話連絡を行った。
介護サービスの利用相談に際し、未納者に対しては保険料納付の必要性を説明し、納付に繋
げた。

担当課、関係課 介護保険課 担当者 古屋真里子

実施項目 保険料・公共料金等の収納の確保（介護保険料：普通徴収分）

H30 推進計画書参照 T4 －

R1 　　　〃

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

○収納率（単位：％）
　　◇市民税（現年/滞納）：98.99/43.86
　　◇固定資産税（現年/滞納）：98.38/26.15
　　◇軽自動車税（現年/滞納）：98.11/29.79
　　◇都市計画税（現年/滞納）：98.05/26.84
　　◇国民健康保険税（現年/滞納）：94.29/25.21
　○差押実績（金額：差押え案件の滞納額）
　　◇預貯金（件数/金額）：303/19,513千円　◇給与等（件数/金額）：7/4.117千円
　　◇生命保険（件数/金額）：27/28,994千円　◇動産（件数/金額）：21/35,835千円
　　◇不動産（件数/金額）：0/0
　　◇所得税還付金（件数/充当額）9/505千円

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

 「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、収納率の向上に努
め、自主財源の確保を図る。
 また、地方税法に即した適正な執行停止による欠損を実施していく。

数値目標 市税収納率

取組状況

○納税者への意識啓発
○滞納者情報の分類・整理（効果的な滞納整理）
○専門知識の取得及び滞納整理技術の向上
○積極的な資産調査と差押の強化
○インターネット公売及び不動産公売の実施

担当課、関係課 税務課 担当者 有賀秀樹

実施項目 　税の収納率向上
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NO （１） - ② - 2

NO （１） - ② - 2

H30 推進計画書参照 T4

R1 　　　〃

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

▶実施月　6月、10月、2月
▶件数
6月　22件
10月　21件
2月　22件
平成30年度給食費において（過年度分含む）
小学校　99.4%　中学校　99.6%　幼稚園　100%　の納付率を達成している。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

「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。

数値目標 保険料等収納率

取組状況

・児童手当からの充当
　児童手当から充当させていただきたいという同意書をもらい、未納者滞納者と交渉。
（子育て支援課と連携する中で保育料・学童クラブの利用料などと併せて対応している）
・滞納者への通知発送（過年度２回、現年度１回）

担当課、関係課 学校教育課 担当者 菊嶋幸基

実施項目 保険料・公共料金等の収納の確保（給食費）

H30 推進計画書参照 T3

R1 　　　〃

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

現年度及び過年度の収納率は、目標値を下回り目標を達成できていない。保育料の過年度分は目
標を大きく下回り、期待する成果をあげることができなかった。

保育料【収納率】※カッコ内は目標値
　現年分　　９８．３０％（９９．４０％）
　過年分　　１２．５４％（３６．８０％）
学童クラブ利用料【収納率】※カッコ内は目標値
　現年分　　９９．８３％（９９．９０％）
　過年分　　７３．９８％（５８．８０％）

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

「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。

数値目標 保険料等収納率

取組状況

児童手当の支給日に、滞納者に対し納入相談を行った他、窓口での徴収を併せて行った。
滞納を増やさぬよう、日頃から納入相談を行った。
滞納者に対し、督促状・納付書の送付や、電話による納付を促した。

担当課、関係課 子育て支援課 担当者 雨宮文仁

実施項目 保険料・公共料金等の収納の確保（保育料、学童クラブ利用料）
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NO （１） - ② - 2

NO （１） - ② - 2

H30 推進計画書参照 T3

R1 　　　〃

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

●下水道使用料　【収納率】　・現年度分　 88.10% 　・未収分　　  88.00%
●下水道受益者負担金　　・現年度分　 92.14%　・未収金分　 93.81%
●浄化槽使用料　　　・現年度分　 98.25% 　　・過年度分   54.97%
●浄化槽受益者負担金　　　・現年度分 100.00% 　・過年度分 100.00%
○差押件数
　・下水道使用料　5件　　・浄化槽使用料　1件
　・下水道受益者負担金　9件　　・下水道受益者分担金　0件
○滞納者リストの整理及び督促上・催告書を発送。また、
    不納欠損するべきものの確認を行った。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

「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。

数値目標 保険料等収納率

取組状況

・滞納者へ督促・隣戸訪問・催告を行い、納付の呼びかけを強化した。
・長期滞納者の財産差押を行った。

担当課、関係課 下水道課 担当者 雨宮有

実施項目 保険料・公共料金等の収納の確保（下水道・浄化槽使用料、下水道・浄化槽受益者負担金）

H30 推進計画書参照 T3 －

R1 　　　〃

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

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。
　今後は、本人及び連帯保証人に対して、退去及び支払い請求の再催告書を送付する
ことにより、納付誓約書に基づく分納を促すとともに、再三の協議に応じない場合に
は、顧問弁護士と相談する中で、法的措置を検討していく。
【収納率】※カッコ内は目標値
・現年度分　92.1% （96.00%）
・過年度分　　6.3% （13.00%）

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

「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。

数値目標 保険料等収納率

取組状況

・督促状の送付・催促書の送付・個別訪問（ローラー作戦の実施（年４回））
・連帯保証人への納入協力依頼及び納付通知
・本人及び連帯保証人への再催告書の送付（明渡し請求の旨の催告書、連帯保証人にも送付）
・債務承認書と分割納付誓約書の提出による、分納の開始

担当課、関係課 建設課 担当者 内田宏國

実施項目 保険料・公共料金等の収納の確保（住宅使用料）
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NO （１） - ② - 2

NO （１） - ② - 3

H30
税、料、公共料金等の統一的収納対策会議を年１～２回を目安に開催でき
る体制を確立する。

T3

R1
税、料、公共料金等の統一的収納対策会議を年１～２回を目安に開催でき
る体制を確立する。

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

・機構改革における専門部会を通じて関係課における情報交換を行い、本市における
徴収関連業務の今後の方向性などを協議することができた。
・収納に特化した課の新設などを検討する中で、今後の収納率向上に向けた取り組み
を再確認したが、課の連携による滞納整理の実現までには至らなかった。

取組年度 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標

取組状況

・各種税金・保険料・公共料金等について、関係課で連携し更なる収納率の向上を図るた
め、各課の担当者による情報交換を行った。

担当課、関係課 財政課 担当者 手島裕司

実施項目 　課の連携による収納対策

H30 推進計画書参照 T4

R1 　　　〃

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

【収納率】　　※カッコは未納額
・上水道使用料
　　現年度分　89.1%  （ 58,633,438円）
　　過年度分　99.8%  （　3,245,133円）
・簡易水道使用料
　　現年度分　98.7% 　（1,007,966円）
　　過年度分　99.7% 　（　687,772円）

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

「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。

数値目標 保険料等収納率

取組状況

・水道週間に伴う、広報啓発を行った。
・未納者に対して毎月、督促通知を発送して納入を促し、また、４ヶ月以上の未納者に対しては月２
回、１～２班体制にて停水処置及び訪問徴収を行う。生活困窮者等に対する分割相談。
・水道料金の口座振替推奨。
・停水処置を上水・簡水合わせて年/約350件行った。

担当課、関係課 水道課 担当者 保坂洋勝

実施項目 保険料・公共料金等の収納の確保（上水道料、簡易水道料）
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NO （１） - ② - 4

NO （１） - ② - 5

H30 未利用土地処分件数【1件】　　処分見込額　5,200,000円 T2

R1 未利用土地処分件数【1件】　　処分見込額　5,200,000円

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

未利用土地の処分については、財産価格審議会を2回開催し、新年度に、未利用市有地
4ケ所を売却することを決定した。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標 処分件数及び処分見込額

取組状況

未利用土地の処分については、財産価格審議会を開催し、未利用市有地の売却について審議
した。

担当課、関係課 管財課 担当者 鈴木孝仁

実施項目 未利用財産の処分

H30 「使用料・手数料の適正化に向けた指針」の改訂準備 T4

R1
使用料本体価格2％増額（消費税増額分）
「使用料・手数料の適正化に向けた指針」の策定着手

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

・消費税増税に係る各課への意向調査を行い、使用料等の積算根拠、改正スケジュー
ルなどを示す中で、改正向けた適切な対応が出来るよう準備を行うことができた。
・30年度に作成した公共施設カルテの各施設データを分析・活用し、適正な料金等の
見直しに向けた準備を行うことができた。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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などの位置づけを
明確にし、使用料・手数料を算定していく。

数値目標

取組状況

・消費税増税に向けた使用料等改訂への準備を行った。
・使用料・手数料の適正化に向け、各施設の収入状況の把握を行った。

担当課、関係課 財政課 担当者 手島裕司

実施項目 　使用料・手数料の適正化
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NO （１） - ② - 5

NO （１） - ② - 6

H30 目標導入台数2台 T2

R1 目標導入台数2台

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

市所有建物等に設置してある自動販売機の状況を調査したにとどまり成果は得られな
かった。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標

取組状況

市所有建物等に設置してある自動販売機の状況を調査した。

担当課、関係課 管財課 担当者 鈴木孝仁

実施項目 自動販売機設置の入札方法への移行

H30 処分可能備品類件数【5件】　処分見込額　50,000円 T5

R1 処分可能備品類件数【5件】　処分見込額　50,000円

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

集中管理・各課所管の公用車廃車件数10台のうち、8台を鉄くずとして処分。113,000
円の歳入確保。
給食センター稼働に伴い、各学校給食室不要備品代金として137,408円の歳入確保。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標 処分可能備品類件数及び処分見込額

取組状況

物品返納書に基づき、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、鉄くずとして処分することにより歳入を確保。

担当課、関係課 会計課 担当者 小池かおり

実施項目 未利用財産の処分
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NO （１） - ② - 7

NO （１） - ② - 8

H30 広告料収入700,000円 T3

R1 広告料収入800,000円

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

・広告媒体所管課において広告主を募集し、有料広告収入を確保した。

【平成30年度実績】合計614,000円

封筒広告収入：2件・100枚・20,000円
広報やまなし広告収入：5社・7枠・75,600円
ホームページ広告収入：5社・48枠・518,400円

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標 広告料収入

取組状況

・各広告媒体所管課において広告主を募集し、有料広告収入の確保を図った。

担当課、関係課 財政課 担当者 村田詩織

実施項目 有料広告事業の推進

H30
・企業訪問など情報収集を行い、新たに企業支援策の策定、既存制度の拡
充を図る。・空き公共用地などを精査。

T4

R1
・企業訪問など情報収集を行い、新たに企業支援策の策定、既存
制度の拡充を図る。・空き公共用地などを精査。

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

○清涼飲料水製造工場が大野地区に新設され、新規雇用は19人となった。（大野工場
従業員数約50人）
○工場立地法による緑地面積率の緩和により、生産工場面積の有効活用が可能にな
り、既存企業の移転や製造工場の立地に効果があった。
○企業訪問において、課題の把握及びその解決に向けての支援など既存企業の育成に
努めた。
○万力地区に大規模な小売業店舗が建設予定であり、埋蔵文化財発掘調査費用に対し
ての助成が企業立地に効果があった。また、新規の地元雇用も期待できる。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標

取組状況

○新規、既存企業の支援措置の適用や法規制について、県と連携を図り、該当企業への説明や指導を
行った。○廃校（旧三富小）活用策の公募に向け、企業立地推進本部を立ち上げ、提案募集要領策定
などの検討を進めた。○企業活動の支援策として、固定資産税の特別措置に関する条例を改正し、優
遇措置ができる期間の延長と制度の充実を図った。また、補助金交付要綱の有効期間を延長するなど
従来の支援措置を継続させた。

担当課、関係課 商工労政課 担当者 玄間達広

実施項目 企業誘致・存続支援
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NO （１） - ② - 9

NO （１） - ③ - 1

H30 「公共施設カルテ」の策定作業 T4

R1 「公共施設総合管理計画個別計画」の策定作業

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

策定した公共施設カルテは、市内248施設（H30現在）すべての施設情報を一元的に管
理できる資料として、公共施設等総合管理計画推進のみならず、施設所管課での事業
や、行財政改革に係る事業など、市政の様々な場面で活用できるものとなった。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標

取組状況

公共施設等総合計画に基づく計画の実施
公共施設カルテを策定した

担当課、関係課 財政課 担当者 村田詩織

実施項目 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

H30 収入申告聴取、資産申告聴取、課税調査　100%　　徴収金件数27件 T4

R1 収入申告聴取、資産申告聴取、課税調査　100%　　徴収金件数19件

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

○不正受給件数　18件
○不正受給額　2,396,236円　うち、収納済額　797,343円
　　不正受給件数18件中11件が返還金全額納付済み
　　18件中7件が分割納付により納付継続中

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

「資産申告書の徴取」「収入申告書の徴取」「課税調査の実施」などを行い、生活保護費の
不正受給を防止し、公平性の確保と安定的な財源確保を図る。

数値目標 収入・資産申告聴取、課税調査の実施率、不正受給徴収金件数

取組状況

○定期訪問活動等を通じ、不正受給の防止と不正受給の早期発見に努めた。（月間聴取）
・定期訪問活動の実施　年間実施回数　852回　・収入申告書の徴取　216世帯(徴取率　100％）
・資産申告書の徴取　　217世帯(徴取率　100％）
○課税調査を実施、不正受給の早期発見防止に努めた。・課税調査実施件数　329件(実施率　100％）

担当課、関係課 福祉課 担当者 望月誠

実施項目 生活保護費不正受給の未然防止
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NO （１） - ③ - 2

NO （１） - ③ - 3

担当課、関係課 財政課 担当者 小泉健一

実施項目 電算システム及び電算機器の効率的運用

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、事務効率の向上と経費削減を図る。
【検証対象】
購入に係る経費、賃貸借に係る経費、保守に係る経費、修繕に係る経費、機器の配置、ソフトウエア
の内容、ランニングコスト　等

改革の目的
（概要）

取組状況

・LGWAN系・インターネット系ネットワークの仮想化技術を用いての統合・集約化の設計書作成。
・自治体クラウド(システム共同利用)を見据えた次期住民情報システム更新仕様の検討、RFI実施。

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

・LGWAN系・インターネット系ネットワークの仮想化技術を用いての統合・集約化の設計書完
成。
・次期住民情報システム更新のためのRFIを実施。

＊RFI（Request For Information:情報提供依頼）
＊RFP（Request For Proposal:情報提案依頼）

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

H30
・新ネットワーク構築のための設計書作成。
・住民情報システム更新のためのRFIの実施。

T4

R1
・新ネットワーク構築、機器調達。
・住民情報システム更新のためのRFPの実施。

担当課、関係課 管財課 担当者 名取竜一

実施項目 安価な物品購入方法の検討

改革の目的
（概要）

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。

数値目標 ー

取組状況

①同一物品等の購入を確認し、一括購入が行えるよう調整を行った。
②コピー用紙等大量発注品の必要数量等を確認し、年間単価契約を行った。

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

①なるべく同一商品等を一括購入し安価な調達行った。
②コピー用紙、観光・公共施設での消耗品を年間単価契約し安価な調達を行った。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

H30 集中購入消耗品費前年比2%減 T4

R1 集中購入消耗品費前年比2%減
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NO （１） - ③ - 4

NO （１） - ③ - 4

担当課、関係課 建設課 担当者 根津昭彦

実施項目 公共工事におけるコスト削減の研究

改革の目的
（概要）

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。

数値目標

取組状況

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に取組む。

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

・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。
・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。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

H30 各種会議、研修会等を通じ、さらなるコスト縮減に向けた啓蒙活動 T4

R1 各種会議、研修会等を通じ、さらなるコスト縮減に向けた啓蒙活動

担当課、関係課 農林課 担当者 鶴田芳男

実施項目 公共工事におけるコスト削減の研究

改革の目的
（概要）

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。

数値目標

取組状況

○年間の工事スケジュールを検討し、農繁期や河川の出水期を避ける等無理のない工期設定
を行った。
○台風による水路取水施設の復旧を行った。

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

○工法、使用材料の検討を行いコスト削減に努力した。
○舗装工事において、残土処理方法の検討を行いコスト削減を図った。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

H30 技術基準の弾力的運用（ローカルルール）に向けた調査・研究 T4

R1 技術基準の弾力的運用（ローカルルール）に向けた調査・研究

18



NO （１） - ③ - 4

NO （１） - ③ - 4

担当課、関係課 都市計画課 担当者 濵本悟志

実施項目 公共工事におけるコスト削減の研究

改革の目的
（概要）

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。

数値目標

取組状況

水路工事において、コンクリート2次製品を採用することにより施工工期を短縮し、水替
え、交通規制に関する費用を削減した。また、施工時期を渇水期に設定することにより水替
え量を抑制し、水替えに関する費用を削減した。

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

コンクリート2次製品を採用したことにより施工工期を1/4に短縮、施工時期を渇水期
に設定したことにより水替え量を1/2に抑制できたため、水替えに関する費用について
は1/6程度、交通規制に関する費用については1/4程度に抑えることができた。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

H30 街路整備において上水道・電線類共同溝の掘り起こしの防止対策 T4

R1
電線類共同溝における特殊部の工法検討によるコストの削減、街路整備に
おいて上水道・下水道・電線類共同溝の掘り起こしの防止対策

担当課、関係課 水道課 担当者 保坂洋勝

実施項目 公共工事におけるコスト削減の研究

改革の目的
（概要）

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。

数値目標

取組状況

・県、企業を含む峡東地区内の掘削調整会議にて年度予定工事箇所の確認を行い効率的な施
工に努めた。

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

・他工事との工程の調整を図り、道路掘削回数の減及び道路規制等の緩和を行うこと
ができた。
・工事の計画的かつ迅速な発注、適切な工事内容に沿った工期の設定等により、公共
工事の平準化を積極的に進めることができた。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

H30 ― T4

R1 ―
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NO （１） - ③ - 4

NO （１） - ③ - 5

担当課、関係課 下水道課 担当者 雨宮有

実施項目 公共工事におけるコスト削減の研究

改革の目的
（概要）

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。

数値目標

取組状況

・コスト削減及び新技術導入に向けた研究
・コスト削減及び新技術導入に向けた研究結果への意見交換会の開催
・掘り起こしの防止を防ぐため掘削調整会議を開催し発注時期などの調整

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

・掘削調整会議において、関係課との発注時期の調整を行うことができた。
・掘削幅の見直しを行うことで、土工量を削減することができた。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

H30 ― T4

R1 ―

担当課、関係課 財政課 担当者 保科伸二

実施項目 各種補助金の見直し

H30
新規補助金については、3年間の時限措置とし、既存補助金については、
事務事業評価等の結果に基づき予算配当の時点で制限を行う。

T3

R1
新規補助金については、3年間の時限措置とし、既存補助金については、
事務事業評価等の結果に基づき予算配当の時点で制限を行う。

改革の目的
（概要）

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。

数値目標

取組状況

○予算査定時において各補助制度の必要性及び交付要綱の確認を行った。
○補助金額の確定時において実績報告書の確認を行い、繰越金の有無等から補助金額が適正か否かの
確認を行った。
○新規補助金交付制度については、時限的に行うこととし、定期的に補助金制度の見直しを行うこと
とした。

当該年度の具体的取
り組み成果／期待さ
れる効果

○新規補助金の予算要求を、時限的に扱う補助金に修正した。経常的になっている補
助金についても、定期的な検証・見直しを実施し、対前年度比で約342万円の減額と
なっている。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値
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NO （２） - ① - 1

NO （２） - ① - 2

改革の目的
（概要）

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。

数値目標

取組状況

企画調整委員会の随時・定期開催によるトップマネジメントの強化を行い、スピード感を持った事業
執行を推進した。○企画調整委員会の開催のほか、目的達成を図るため以下の取組みを実施した。
・庁内全課を対象とした懸案事項の把握及びその対応に係る進捗状況の確認。
・各課における課題把握等を図るための市長各課訪問の実施
・各課における懸案事項及び対応状況に係る市長への報告及び把握。

担当課、関係課 政策秘書課 担当者 小林弘

実施項目 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

H30 各所属懸案事項集約の実施 T4 －

R1 諸課題（懸案事項）解決に係る関係施策の調整及び進捗管理

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

【平成30年度における具体的取組み成果等】
・企画調整委員会の開催…２回開催し４案件について審議を行った。
・各課懸案事項集約の実施… 庁内全課対象、17所属68項目の懸案事項の集約した。懸案事項の
把握のみならず、「懸案事項解決に係る所用期間等」「現時点における解決度合」等についての
追加集約を行い、効果的なトップマネジメントを図るための状況把握を図った。
・各課への市長訪問の実施（秘書担当）…市長が直接職員と意見交換を行う。
【期待される効果等】
・上記内容を踏まえ、庁内において長期化するな課題や重要懸案事項、及び潜在化している課題
等の具体的な表出が可能となった。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標 マネジメント研修の実施受講者数

取組状況

職員研修規程に基づき研修受講計画書を作成し、管理職を対象とした研修への参加を促し
た。

担当課、関係課 総務課 担当者 武井学

実施項目 マネジメント研修の実施

H30 マネジメント研修の実施（対象者：管理職）　受講者数30人 T3

R1 マネジメント研修の実施（対象者：管理職）　受講者数30人

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

山梨県市町村職員研修所が実施する、トップマネジメント研修（課長・課長補佐対
象）、マネジメント研修（主幹以下、副主査以上対象）への参加を対象者に働きかけ、8
名が参加し、修了した。
受講する研修内容も細分化していることもあるが、マネジメント研修の必要性や有効性
を示し、マネジメントスキルの向上を図っていく。
新たに管理職となった職員の受講を研修計画の中で、必須とするなど検討していく。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値
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NO （２） - ② - 1

NO （２） - ③ - 1

取組状況

・行政評価、予算編成、総合計画と有機的な連動を図る中で、適切かつ効率的な事務事業の
評価が出来るよう評価方法等の見直しを行った。

　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。

担当課、関係課 財政課 担当者 手島裕司

実施項目 　行政評価の活用とPDCAサイクルの確立

改革の目的
（概要）

数値目標

H30 ①事務事業評価シートの改善②予算反映への工程確立 T4

R1 ①事務事業評価シートの改善②予算反映への工程確立

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

・より精度の高い内部評価が出来るよう、今年度の評価（29年度実施事業）からすべて
の事業についてヒアリングを実施し、評価方法等の改善を図ることが出来た。
・第2次まちづくり総合計画における実施事業との連動が図れるよう、評価対象事業や評
価シートの一部見直しを行った。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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

数値目標 申請率

取組状況

各種イベントでチラシの配布や交付申請受付、企業訪問による普及活動を行った。生涯学習
フェスティバルにおいては交付申請ブースを設け、85件の交付申請を受け付けた。

担当課、関係課 市民課 担当者 日原勝巳

実施項目 行政サービス提供の改善

H30
○コンビニ交付事業の実施および継続的な効果の検証・随時見直
○マイナンバーカード申請率 12.6%

T4

R1
○コンビニ交付事業の実施および継続的な効果の検証・随時見直
○マイナンバーカード申請率 13.5%

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

　目標の申請率12.6%(申請者4,453人/人口35,432人)を達成できた。カードを所持する市
民が増加しているので、証明書のコンビニ交付利用者が増え、窓口での証明書発行が少
なくなると思われる。
　しかし、マイナンバーカードの申請率が県平均（13.5%)を上回っていないため、更な
る取り組みを行う。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値
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NO （２） - ③ - 2

NO （２） - ③ - 3

改革の目的
（概要）

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。

数値目標

取組状況

①入札参加資格申請共同受付システムの活用。
②契約台帳システムの試験運用を行った。
③随契指針の改正。
④工事変更契約理由の適正指導の実施。
⑤「入札及び契約の過程、契約の内容等に係る情報の公表要領」の改正等行う。

担当課、関係課 管財課 担当者 名取竜一

実施項目 入札、契約事務、納品のシステムの見直し

H30
契約管理システムの試験運用
「入札及び契約の過程、契約の内容等に係る情報の公開要領」の改正

T4 －

R1 契約管理システム本運用

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

①最新の入札参加資格情報の活用が可能となった。また、さらに使用しやすいシステム
への改修を入札参加資格審査業務運営協議会で要望した。
②契約台帳システムの試験運用を行い事務の効率化が図られた。
③随契の考え方へや執行への過程の指導を行った。
④変更概要の表記等の統一化が図られた。
⑤「入札及び契約の過程、契約の内容等に係る情報の公表要領」の改正を行い、年度発
注計画の調査・作成を実施した。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標

取組状況

・経費削減、事務効率化の観点から、機構改革の各専門部会等を通じて各課における改善事
項の情報収集、取りまとめを行った。
・昨年度依頼された事務改善事項を解消すべく、各課に跨ぐ事務分掌の調整や事務スペース
不足の解消への取り組みを行った。

担当課、関係課 財政課 担当者 手島裕司

実施項目 　行政事務の改善

H30 ①機構改革後の事務改善事案に対する的確な対応。 T4

R1
①機構改革後の事務改善事案に対する的確な対応。②事案発生時の事務
改善委員会の開催③事務処理ミスの抑制として、業務引き継ぎの徹底

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

・機構改革における専門部会等を通じて、各課における事務改善事項や各課に跨ぐ事務
分掌の調整を行い、組織の再編に反映する形で解消することができた。
・昨年度依頼された事務改善事項について、機構改革の検討委員会の中で検討を重ね、
効率的な運用ができるよう適切な事務分掌の調整を行った。
・事務改善で要望の多かったスペースの問題について、介護保険課の東館2階への移動に
より、職員の職場環境の大きな改善に寄与することができた。
・今後は、職員アンケートなどを通じて、機構改革実施後における効果等を継続的に検
証していく必要がある。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値
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NO （２） - ③ - 4

NO （２） - ③ - 4

改革の目的
（概要）

合併から10年を超える中で、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、支所機能の方向性も明確にしていく。

数値目標

取組状況

牧丘支所が所管する牧丘町コミュニティセンターの一部貸し出しに向けて、関係者と検討し
た。

担当課、関係課 牧丘支所 担当者 武藤裕一

実施項目 支所運営の検討

H30 所管施設の一部貸し出しに向けての検討 T5

R1
所管施設の一部貸し出し開始
担当統合に向けての検討

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

牧丘支所が所管する牧丘町コミュニティセンターの一部貸し出しに向けて、関係者と検
討を行い、その一部を牧丘病院に平成31年4月1日から貸付(貸付料：年額364,800円)る
こととなり、施設の有効活用が図られることとなった。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。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。

数値目標 ・基幹集落センター利用者数　・高熱経費削減率

取組状況

○支所が地域の拠点であること。人々の拠り所であることの取組みと検討を行った。
○支所庁舎の空きスペースの有効活用の検討。災害時の防災拠点、買い物弱者である高齢者等の対象
施設としての機能を持たせること。
○太陽光発電を利用していることから、光熱経費の削減に努めた。

担当課、関係課 三富支所 担当者 鈴木邦彦

実施項目 支所運営の検討

H30
・支所及び基幹集落センター利用者を昨年度より10％の増員を図る。
・光熱経費5％の削減を図る。

T2

R1
・支所及び基幹集落センター利用者を昨年度より10％の増員を図る。
・光熱経費5％の削減を図る。

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

○支所庁舎の空きスペースの有効活用として、災害時の防災拠点及び食料供給が可能となるよ
う、また高齢者等の買い物弱者への対応施設として、小さな拠点施設としての機能を持たせるよ
う検討した。
○地域の活性化を図るため、『第２回みとみっ子夏まつり』及び『第１回紅葉（もみじ）まつ
り』のイベントを開催。
○みとみギャラリー（支所）の有効活用として、七夕飾りや流木クリスマスツリーの展示、無形
文化財である徳和天神祭りに使用した山車の展示を行い、展示品を見に来られた方や来庁者等に
三富地域の伝統文化と歴史を伝えることが出来た。
○支所及び基幹集落センターの利用者を、昨年度より2.6%の増員を図ることができた。
○太陽光発電を利用しており、光熱経費の削減に努めたが、イベントや展示等を行ったことによ
り、削減までには至らなかった。(1.3%増)

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値
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NO （２） - ③ - 5

NO （２） - ③ - 6

改革の目的
（概要）

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。

数値目標

取組状況

・ＩＴサポーター会議でのグループウェア機能の便利な活用方法を周知した。
・グループウェアの活用による職員の情報共有化を図った。

担当課、関係課 財政課 担当者 小泉健一

実施項目 庁内情報共有化の促進

H30 ・ITサポーター会議でのグループウェア機能の周知 T4

R1
・公共無線LAN(Wi-Fi)の整備の方向性の決定
・業務改善に効果的なAI及びRPAの選定

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

・グループウェアの更新から数年が経過しており、基本的な活用方法は、職員に浸透し
ている。新たな機能として「アンケート機能」を利用できるようになった。
・職員間で共有すべき情報の共有化が図られた。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

社会福祉協議会への委託業務(障害児者の相談支援事業・認定調査事務)について、業務内容・
業務量など抜本的な見直しを行い、経費削減を図る。

数値目標

取組状況

○各種委託業務内容及び業務量の精査を行い、地域活動支援センター業務について検討した。
○市内３カ所（利用者18人）の地域活動支援センターを１カ所に統合し、効率的な運営を図るため、
利用者、保護者、職員を対象に説明会を開催した。
 
 

担当課、関係課 福祉課 担当者 古屋はるみ

実施項目 社会福祉協議会への適切な連携・支援の推進

H30 ー T1

R1 委託料▲1,306,460円

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

○地域活動支援センターの統合について、利用者、保護者の合意が得られた。
また、令和元年9月までに統合することとなり、維持管理費及び指導員の賃金の削減が見
込めることとなった。新ｾﾝﾀｰにおいては、多様性のある障害者の個々の特性に合った
様々な活動を行い、障害が重度となった場合の福祉サービスへのつなぎ支援ができるよ
うな運営方針としたい。
＜統合による効果＞
　　委託料　　平成30年度　　　　　　　17,706,460　　円
　　　　　　　令和元年度<予算>　　　　16,400,000　　円（▲　1,306,460　円）
　　　　　　　令和2年度<予算>　　　　　13,300,000 　円（▲　3,100,000　円）

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値
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NO （２） - ③ - 8

取組状況

・特定健診対象者受診勧奨通知発送
・健診機会の確保・利便性の向上　　多くの対象者が健診受診できるように、集団健診、個別健診、人間ドックを
実施を行う。また、集団健診については会場の見直し、事前予約制の導入等により受診者の安全確保や待ち時間短
縮を図った。
・健診PRと受診勧奨の実施　　健診認知度向上の為、イメージキャラクターの募集・キャラクターを利用しての
PR実施。若年層を対象にした講習会の実施。未受診者への受診勧奨通知の発送等を行った。

担当課、関係課 健康増進課 担当者 宮本誠

実施項目 特定健診受診率の向上

特定健診受診率の向上を図る事により、病気の早期発見、早期治療につなげる事により医療費や介護
費用の抑制を図る事が出来るため、第2期山梨市データヘルス計画の取り組み状況を踏まえ、国保加入
者への健康意高揚事業実施や健診未受診者に対する積極的な受診勧奨アプローチを行い、特定健診受
診率の向上を図る。

改革の目的
（概要）

・受診率　・未受診者勧奨率数値目標

H30
前年度受診率50％
未受診者勧奨率100％

T3

R1
前年度受診率55％
未受診者勧奨率100％

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

・特定健診対象者受診勧奨通知発送　　対象者（約7,000人）に対し健診案内・問診票等発送の
実施／健診の周知、理解を図り、健診受診の動機づけを図ることができた。
・健診機会の確保・利便性の向上　　集団健診（年25回）、個別健診（13医療機関）、人間
ドック（6医療機関）を実施。会場集約・事前予約制実施（保健センター、旧山梨市地域）／多
種多様な健診を実施することで、健診機会の確保を図ることができた。
・健診PRと受診勧奨の実施
　イメージキャラクターの募集（小中学生を含む市民）。若年層（団体）を対象にした健診PRの
実施（1回）。未受診者（約2,800人）への受診勧奨通知の発送／健診に対する話題作りやPR活
動、未受診者へピンポイントで受診勧奨通知を送ることにより動機付けを行うことができた。
※H29年度 受診率41%

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

市議会における議会定例会、議員活動・取組の情報発信と、議会運営委員会、議員全員協議会及び監
査資料等の電子化による事務の効率化とペーパーレス化による経費削減に取り組む

数値目標

取組状況

●市議会におけ情報発信の強化
　・「市議会だより」の「読みやすさ・見やすさ」を図るため２色刷りで発行
　・ツイッター（SNS）で年８回議会情報を配信
●「市議会だより」の内容について
　・新たな掲載事項として、議会改革特別委員会の取り組みや活動を紹介
　・議会運営の参考とするため「御意見箱」の設置について掲載

担当課、関係課 議会事務局 担当者 平野宗則

実施項目 議会における情報発信の強化とペーパーレス化の推進

H30 山梨市議会御意見箱　　アンケートによる評価 T4

R1
山梨市議会御意見箱　　アンケートによる評価
（定量的な目標）紙資料２２万枚／年以下

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

●「市議会だより」の「読みやすさ・見やすさ」を図る
　・「山梨市議会御意見箱」を活用し、議会に対する評価を測るためアンケートを実施
　・「議会だより」が見やすくなったと答えた割合４４％、変わらない２８％、無回答２８％
　・「議会だより」を読んでいると答えた割合５８％、読んでいない１４％、無回答２８％
　・アンケート自由記載欄には、「議会だより」が見やすくなったとの意見あり、否定的な意見
はなかった。
　・市民に対して、議会を身近に感じてもらうための情報発信ツールとして今後も期待される。
●議会中継の様々な媒体を利用した情報発信
　・現状のCATV放送のみ実施し、インターネット配信については研究中

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値
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NO （２） - ③ - 9

NO （２） - ④ - 1

改革の目的
（概要）

資料充実などの読書環境の充実やさまざまな事業の実施による読書活動の推進により、来館者数の増
加に繋げる。また、ＩＣチップの導入等で業務の効率化を行った部分を選書や本の紹介、レファレン
ス等の各種利用者サービスに生かし、図書館利用促進と市民の生涯学習推進を図る。

数値目標 年間来館者数

取組状況

・イベント等の情報発信をＳＮＳ、ホームページ、ＣＡＴＶなど多面的に行う
・資料の充実による読書環境の整備
・図書館利用促進につながる資料展示や各種事業の実施
・読書通帳の発行

担当課、関係課 生涯学習課 担当者 丸山俊文

実施項目 図書館サービスの拡充

H30 年間来館者数　112,000人 T4

R1 年間来館者数　112,500人

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

来館者数111,308人　（目標値112,000人　99.38％）
平成30年度は平成29年度と比べ、利用者カード登録数は567人増。貸出人数1,952人増、貸出点
数3,661増と順調の伸びている。また、資料数も4,010点の増と読書環境の充実を図っている。レ
ファレンスサービスについては平成29年度2,217件から平成30年度2,467件と順調に伸びてい
る。
今後に向けて、子どもの読書活動推進に継続性を持たせる「読書通帳」を平成30年７月に導入し
た。
目標値は概ね達成しているが、来館者数の増加に向けて広報活動の更なる強化を図っていく。
具体的には、おはなし会などの子供向けイベントについて、定期巡回団体貸出を行う保育園や幼
稚園、児童センターに協力を求めるほか、大人向けの上映会などは、温泉などの集客施設、地区
公民館などの社会教育施設へのチラシ配布をするなど他施設との連携を図っていく。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標 導入施設数

取組状況

・これまであった既存計画の見直しを行い、指定管理者制度運用の方針として新たに「山梨
市指定管理者制度導入に関する運用指針」を7月に策定し、制度の適正かつ円滑な運用を図っ
た。
・7月に策定した運用指針を基準に、各施設への新規導入の可能性を検討した。

担当課、関係課 財政課 担当者 手島裕司

実施項目 　指定管理者制度導入の検討及び推進

H30 目標導入施設数年度間2施設 T3

R1 目標導入施設数年度間2施設

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

・これまで不明確であった導入対象施設（６４施設）と未導入施設（４４施設）を明確
に示した中で、導入判断基準やスケジュールを示し、今後の庁内における指定管理者制
度導入のスムーズな導入に向けた土台作りができた。
・県や他市町村の事例を参考に導入可能施設の調査・研究を行ったが、具体的に導入が
適当な新規施設の掘り出し、導入までには至らなかった。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値
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NO （２） - ④ - 3

改革の目的
（概要）

　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
に係る人件費等経費のの削減を図る。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。

数値目標

取組状況

・委託可能な事務事業の洗い出しを行うため、該当する所管課とその業務内容の整理を行っ
た。
・決算審査、定期監査の資料を活用する中で、各課における事務事業の現状を把握し、委託
の可能性について検討を行った。

担当課、関係課 財政課 担当者 手島裕司

実施項目 　民間委託の検討及び推進

H30 指定管理制度を除く、民間委託や民間賃貸借等の導入促進対策を検討 T2

R1 指定管理制度を除く、民間委託や民間賃貸借等の導入促進対策を検討

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

・委託可能な事務事業の洗い出しや委託の可能性を検討したが、具体的に委託が適当な
新規の事務事業の掘り出し、切り替えまでには至らなかった。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

し尿処理場、運営を委託にすることによって、人件費を抑制する。
現在、し尿処理場が包括委託（長期）となっているが、し尿処理場を次年度以降に処理方法を変更す
る大規模改修を行う計画であるので、今後、委託内容の見直しを図り、指定管理を検討していく。

数値目標 経費削減率

取組状況

し尿処理場の運営を民間に委託し、人件費の抑制を行った。

担当課、関係課 環境課 担当者 樋川辰彦

実施項目 環境センター（し尿処理場）維持管理経費の抑制対策

H30 経費削減額　環境センター　6,250千円　エコハウス100千円 T4

R1 経費削減額　環境センター　6,250千円　エコハウス400千円

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

人件費6,309千円の抑制を行うことはできたが、包括委託料が年間71,940千円であるた
め、全体の経費で考えると、処理費、光熱費、人件費等を含んだ包括委託料が大幅に上
回っている。今後、委託内容の見直しなどを行い経費抑制を図る。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値
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H30
・新任職員研修　3人・現任者研修　57人・監督者研修　10人
・管理者研修　10人

T2

R1
・新任職員研修　10人・現任者研修　45人・監督者研修　10人
・管理者研修　15人

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

修了者実績

・新任職員研修　3人
・現任者研修　35人
・監督者研修　8人
・管理者研修　8人

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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）など各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。

数値目標 研修受講者数

取組状況

職員研修規程に基づき研修受講計画書を作成し、各職員に階層別研修への参加を促した。

担当課、関係課 総務課 担当者 武井学

実施項目 階層別研修の実施

H30
①住民に対する市役所機能の充足度
②職員に対する業務利便性の充足度

T4 －

R1
①住民に対する市役所機能の充足度
②職員に対する業務利便性の充足度

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

・機構改革専門部会、幹事会を通じて協議を重ねた結果、新たな行政課題や市民の多様なニーズ
に即応した施策を総合的かつ機動的に展開できるよう、「防災危機管理課」、「財政課」、「地
域資源開発課」を新設し、これまでの懸案事項に対応できる体制を整えるとともに、更なる組織
の強化を図ることができた。
・施設の見直しを迅速に実行するため、晴風園を福祉課の1担当として移管し、園のあり方、方
向性を示す取り組みを強化する体制を整えることができた。
・介護保険課の執務スペースを東館2階へ移すことにより、これまで手狭となっていた東館1階の
現状を解消し、併せて市民の市役所窓口の利便性や職員の職場環境改善の向上に大きく寄与する
ことができた。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標

取組状況

・市長の意向を踏まえた中で、昨年度までの機構改革を検証、また改善策を検討し、「わか
りやすく・合理的な組織」となるよう次年度に向けた組織の再編を行った。
・東館窓口業務の利便性向上に向け、東館1階（西側）における課の配置等について検討を
行った。

担当課、関係課 財政課 担当者 手島裕司

実施項目 　組織・機構の継続的な検証と見直し
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H30 ー T4

R1 人事評価完全実施（１００％）

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

人事評価の１００％実施。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標

取組状況

・人事評価の実施を実施した（全正規職員）
・評価結果の検証を実施した
・人事評価システム導入について主要事業として要求（実施方針については問題なかった
が、財源不足のため補正対応も含めてさらに検証することとなった）

担当課、関係課 総務課 担当者 武井学

実施項目 人事評価制度の構築

H30
・公務員倫理研修 150人　・メンタルヘルス研修 40人
・性的差別に対する研修 40人

T4

R1
・公務員倫理研修 150人　・メンタルヘルス研修 40人
・性的差別に対する研修 40人

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

研修修了者

・公務員倫理研修　154人
・メンタルヘルス研修　45人
・性的差別に対する研修　52人

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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
に関する研修を実施する。

数値目標 研修受講者数

取組状況

職員研修規程に基づき研修受講計画書を作成し、各職員に専門研修への参加を促した。

担当課、関係課 総務課 担当者 武井学

実施項目 専門研修の実施
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NO （３） - ④ - 1

NO - -

H30 【職員増減数】　△6人　【人件費削減数】44,400,000円 T4 －

R1 【職員増減数】　△6人　【人件費削減数】44,400,000円

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

・平成31年4月1日の職員数：360人

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

数値目標

取組状況

第3次山梨市行財政改革大綱に基づき、平成31年4月1日の職員数を359人とした（短時間労働
者1名除いた場合）。

第3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。
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。

担当課、関係課 総務課 担当者 武井学

実施項目 職員定数の見直し

改革の目的
（概要）

職員削減数　人件費削減額

担当課、関係課 担当者

実施項目

改革の目的
（概要）

数値目標

取組状況

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

H30 －

R1
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NO （4） - ② - 1

担当課、関係課 政策秘書課 担当者 大沢和洋

実施項目 広報媒体の効率的活用・市民の声の検証と活用

H30
①ホームページ閲覧数2,000,000回　②ツイッターフォロー数2,000人
市民の声に対する庁内対応フォーマットの構築 T3 －

R1
①ホームページ閲覧数2,000,000回　②ツイッターフォロー数2,500人
市民の声に対する庁内対応フォーマットの構築

改革の目的
（概要）

広報紙、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
長と市民の懇談会、広聴会、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。

数値目標 ホームページ閲覧数、ツイッターフォロー数

取組状況

○広報紙については、市民の興味をひく誌面づくりを心掛け、分かりやすさ親しみやすさを念頭に編集・発行し
た。○HPについては、更なるアクセシビリティの向上に配慮する中で、見やすさと作成者の負担軽減のため、新た
にテンプレートを作成し、改善を図った。○SNSについては、ツイッターを毎日更新するとともに、Facebookでイ
ベントの告知をするなど、利点を生かした情報発信を行なった。○広聴については、「ふれあいトーク」をこれま
での地域別の4回と併せ、2イベントで特設して開催した。また、市長への手紙、HP問合せフォーム、電子メール
による意見や問合せなどに対し、迅速な対応を図った。

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

○広報誌については、県広報コンクールにおいて、広報紙部門（市部）と写真部門（一枚写真）で最優秀
賞、全国広報コンクールにおいて、一枚写真部で全国4位となる入選3席受賞など、大きな成果があった。市
民から注目されることにより、効果的な広報活動につながる。
○HPについては、閲覧数が1,488,368回であった。目標値は下回ったが、アクセシビリティへの配慮により
安定した閲覧数があり、情報発信の機能は果たしている。
○SNSについては、ツイッターのフォロワー数が1,750人であった。目標値は下回ったが、対前年度で約17%
増加しており、こまめな最新情報の発信によりさらなる増加が期待できる。
○広聴については、「ふれあいトーク」により多くの市民の声を聴取し、各課で情報共有、活用が図られ
た。市長への手紙、HP問合せフォーム、電子メールへの対応は、電子データを転送するなどのフローによ
り、迅速な対応につながっている。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

担当課、関係課 政策秘書課 担当者 大沢和洋

実施項目 パブリックコメント制度の周知・活用機会の充実

改革の目的
（概要）

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、実施基準を作成する。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。

数値目標

R1
市民の関心度を高める公表方法と、市民が意見を寄せやすい仕組みの構
築

取組状況

○4案件について、「山梨市民意見提出制度（パブリックコメント制度）実施要綱」に基づ
き、それぞれ概ね１カ月間実施し、広報誌面、HPなどにより周知を図った。
○活用機会の拡充策を検討した。

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

○要綱に基づく従前の方法による実施であったが、2件の意見が寄せられた。
○活用機会拡充の新たな仕組みは構築できなかったが、意見は寄せられているため、制
度の周知は進んでいると思われる。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

H30
市民の関心度を高める公表方法と、市民が意見を寄せやすい仕組みの構
築

T3
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H30 実施事業について評価できるような仕組みを構築 T4

R1 振り返りシートの作成・運用

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

○平成30年度提案型協働事業を実施した5事業について、自己評価を行った。これを基に、相互
に評価できるような振り返りシートの作成と運用について検討をした。
○平成31年度提案型協働事業の募集・選考委員会を開催し、７事業ついて検討の上、採択した。
○山梨市ど根性ガエル活用プロジェクトチームとの協働により、ミズベリング事業の一環として
水辺で乾杯の開催の準備をしたが、荒天により中止となった。
○山梨市プラモデル作品展示会サポーターズとくぼたニコニコ堂などの企業との協働により、プ
ラモデル作品展及び木工教室を開催した。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

「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。

数値目標

取組状況

○平成30年度提案型協働事業を実施（5事業）
○平成31年度提案型協働事業の募集・選考委員会の開催
○山梨市ど根性ガエル活用プロジェクトチーム（ど根性ガエルの会）との協働イベントの開催
○山梨市プラモデル作品展示会サポーターズとくぼたニコニコ堂などの企業との協働イベントの開催

担当課、関係課 地域資源開発課 担当者 武川功

実施項目 協働事業の推進

H30
①電子申請が可能な催し等について、広報紙・ＨＰ等で利用促進を図る。
②災害時のＳＮＳ活用のフロー構築を検討。 T3

R1
①電子申請が可能な催し等について、広報紙・ＨＰ等で利用促進を図る。
②災害時のＳＮＳ活用のフロー構築を検討。

担当課、関係課 政策秘書課 担当者 大沢和洋

実施項目 市民が使いやすい情報化の推進

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

○電子申請については、広報紙、ホームページにＱＲコードを掲載することにより、く
らしねっとによる申込みの利便性を高めることに寄与した。
○ＳＮＳについては、新たなＳＮＳの導入や災害時等での活用のベースとして、ツイッ
ターのフォロワー数が対前年度約17％増の1,750人となり、順調に浸透が図られてい
る。有事の際は、「山梨市地域防災計画」の規定により、ＳＮＳを活用することとな
る。

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

改革の目的
（概要）

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。

数値目標

取組状況

○電子申請が可能な催しの募集、申込み記事を広報紙及びホームページに掲載する際に、くらしねっ
とによる申込みを案内し、利用促進を図った。掲載にあたっては、ＱＲコードを配置し、利用者が使
いやすい工夫をした。
○ＳＮＳについては、ツイッター、フェイスブックを運用する中で、他のＳＮＳの導入や災害時等で
の活用を念頭に、まずは広く浸透を図った。災害時のＳＮＳ活用については、平成29年3月改訂の「山
梨市地域防災計画」に規定されており、情報収集・発信などの対応を行なうこととしている。
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H30
防災リーダー取得率　→ 成人の３％　地区防災計画作成率　→ ２０％
自主防災訓練実施件数　→ 各組織で年間2回

T3

R1
防災リーダー取得率→ 成人の５％　地区防災計画作成率→ ３０％
自主防災訓練実施件数→ 各組織で年間3回

取組状況

①市独自の防災リーダー講習会の実施
②既設の防災リーダー講習へ参加推奨
③地区防災計画作成への取組み

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

①防災アドバイザーの確保が出来ず、防災士講習に準ずるレベルの講習会は実施で
　 きず、昨年度から継続の訓練や講習会のレベルに留まった。
②自主防災組織指導者講習会の参加者の幅を広げ、市内事業所や法人からの参加者を募
　集し、実施した。【参加者総数81人のうち事業所や法人からの参加者14人】
③地区防災計画の策定を後押しする目的で作成した「市民防災マニュアル」を全戸配
布。
　 また、県単事業を活用し、作成を支援した。
【策定完了：1行政区、策定途中：４行政区】

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

実施項目 地域防災力の向上と防災リーダーの育成

改革の目的
（概要）

災害時の迅速な避難行動など人命・財産を守るために必要となる住民意識の高揚を図るため、防災ア
ドバイザーや関係機関のスタッフと協力し、地区単位での実働訓練や研修を進め、「自助」「共助」
を中心とした地域防災力の充実を図る。

数値目標 ・防災リーダー資格取得率　・地区防災計画作成率

R1
①訪問数　対象者に対し100％実施　②宿泊型利用者数20人
③デイサービス型利用者数　350人　子育てに不安がなくなった母の割合　100％

担当課、関係課 防災危機管理課 担当者 星野正裕

取組年度 年度別目標値（定量／定性） 達成度 効果値

H30
①訪問数　対象者に対し100％実施　　②宿泊型利用者数18人
③デイサービス型利用者数　300人　子育てに不安がなくなった母の割合　100％ T4 －

改革の目的
（概要）

数値目標

取組状況

①訪問型（妊産婦、乳幼児家庭訪問事業）妊婦及び生後4か月までの産婦と乳児（新生児を含む）を対象に市が委
託した助産師が産前1回、産後2回自宅訪問。②宿泊型（宿泊型産後ケア事業）産後の不調や育児に不安がある産
後4か月までの母子を対象に山梨市立産婦人科医院や山梨県産前産後ケアセンターに宿泊させ、助産師等が心身の
ケアや育児サポートを行う。③デイサービス型（リラックスペース「ふわふわ」事業）産後4か月までの母子を対
象に山梨市立産婦人科医院の多目的室を利用し交流の場を設けるとともに、個別又は集団で保健師や助産師の相談
や支援を行った。

当該年度の具体的
取り組み成果／期
待される効果

①訪問型（妊産婦、乳幼児家庭訪問事業）　訪問対象者に対し100％実施した。
　妊婦及び生後4か月までの産婦と乳児（新生児を含む）を対象に市が委託した助産師が産前1回、産後2回
自宅を訪問し、相談支援を行い育児不安の解消を図ることができた。
②宿泊型（宿泊型産後ケア事業）　利用者数目標値18人に対し、20人の利用があった。
　産後の不調や育児に不安がある産後4か月までの母子を対象に山梨市立産婦人科医院や山梨県産前産後ケ
アセンターに宿泊させ、助産師等が心身のケアや育児サポートを行った。
③デイサービス型（リラックスペース「ふわふわ」事業）利用者数目標値300人を上回る455人の利用が
あった。産後4か月までの母子を対象に山梨市立産婦人科医院の多目的室を利用し交流の場を設けるととも
に、個別又は集団で保健師や助産師の相談や支援を行うことで、子育ての不安がなくなった母の割合が
100％となった。

山梨市立産婦人科医院と連携を図り、妊娠期から出産、子育て期へと切れ目のない支援体制
を構築し、妊産婦の心身のケアや孤立感、育児不安の解消を図る。
①訪問型②宿泊型③デイサービス型の３事業を実施。

・訪問数　・宿泊型利用者数　・デイサービス型利用者数

担当課、関係課 健康増進課 担当者 福島しのぶ

実施項目 産前産後サポート事業の推進
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