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５ 事業の実施内容 ＊26年度に、いつ・どこで・誰が・何を・どのように行ったか、という具体的な内容

目
的

対象者 市民

意　図
行財政改革を進め、効果的・効率的な行政運営を行い、財政規模に見合った特色あるまち
づくりを推進できる行財政基盤の確立を図る。

１　行財政改革プランの進行管理
（１）「岡谷市行財政改革プラン長期実施計画（H２４年度～H２７年度）を推進し、平成２５年度の取組状況の総括
及び公表、平成２６年度の各課の行動計画の取りまとめなど進行管理を行った。
・平成２５年度の進捗率：５８．８％（９７項目中５７項目を完了・実施（未達成を除く））
（２）行政改革審議会（会議３回　委員１５名）
・行財政改革プラン長期実施計画の取組状況や行動計画のほか、次年度予算の重点施策などを報告し、行政改革に関
する重要事項の審議を行った。
２　行政評価の実施
（１）事務事業評価
職員の意識改革、事務事業執行の改革改善を目的として実施し、全件を公表した。評価結果は、平成２６年度に事務
事業を行う際に活用した。
・評価件数：３０５件（平成２５年度に実施した事務事業（事後評価））
・補助金負担金の評価については３年に一度の実施とするよう見直しを行った。
（２）施策評価
重要性の低い事業の休廃止・事業の優先順位付けを目的として実施し、全件を公表した。評価結果は、平成２７年度
予算編成・組織検討の際に参考とした。
・評価件数：４１件（平成２５年度に実施した施策（事後評価））
（３）外部評価
市が行っている事務事業について「市の関与の必要性」「基本目標に対する貢献度など、有効性・妥当性」「コスト
などの効率性」の視点から、外部・市民の目線により事業そのものの必要性やあり方の検証を行い、事業の再構築に
結びつけるとともに、事業内容の市民周知を目的として実施し、９月２９日に報告書を提出した。なお、市の予算編
成等における検討内容については平成２７年３月１８日に委員会に報告した。
・評価件数：６事務事業（第４次岡谷市総合計画　基本目標１(経済分野)を構成する事務事業）
３　指定管理者制度
（１）岡谷市公の施設指定管理者選定等審議会（会議２回　委員５名）
　・第三者の視点から客観的な立場でのモニタリングを実施し、３月２日に報告書を提出した。
　　モニタリング実施日：１１月２８日　対象施設：日本童画美術館
４　組織定員管理
（１） 組織管理
・平成２６年４月組織改正
現行の組織を基本としながら、第４次岡谷市総合計画後期基本計画や行政課題への対応と重点事業の進捗状況に応じ
た組織の構築を図った。　ブランド推進室の新蚕糸博物館への移設、看護専門学校の設置・開校、都市計画課を「計
画」「都市整備」「建築・住宅」の３担当へ再編、生涯学習課文化財担当の岡谷美術考古館への移設、病院事業に経
営企画課を新設。
・平成２７年度に向けた取組
第４次岡谷市総合計画後期基本計画や行政課題への対応と重点事業の進捗を踏まえ、簡素で効率的な行政運営の推進
を図るため、全ての課等に対して調査、ヒアリングを実施し、課題の把握とその解決策の検討を行った。
（２） 定員管理（一般会計・特別会計等）
・平成２６年度予算定数
定員適正化計画を推進するとともに、派遣の見直しや事務事業の見直し等を行い、平成２６年度予算定数においては
２人削減し、４２５人とした。
・平成２７年度に向けた取組
組織の検討と平行し、全ての課等に対して調査、ヒアリングを実施し、各課等の業務量や必要な職員数を把握した。

●事業の内容（DO）

事業の概要等 ＊対象者（誰のため)、意図（どのような状態にしたいのか）

事業の概要
（簡潔に）

 行財政改革を推進するため、「岡谷市行財政改革プラン」実施計画の適切な進捗管理を
行うとともに、行政評価を実施し、改革・改善に取り組む。
　また、組織、職員定数の管理により効率的な行政運営を行う。

予算科目 行政改革推進事務費 業務委託 なし（直営）

実施義務 あり（義務的・標準的事業） 国県補助 なし

担当部課 部等 企画政策部 課等 企画課 作成者 牛澤　孝太郎

３ 事業概要

目
的
体
系

基本目標 総合計画の推進に向けて

政　　策 総合計画の推進に向けて 施　　策 将来を見据えた行政経営の推進

根拠法令 なし

評価対象年度 平成 26 年度

事務事業評価表（一般事業）
１次評価日（主幹等）

２次評価日（課長等）

事業名 行政改革推進事務 コード 163101

様式第１号
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イ）補助金負担金の状況

　　　＊行が足りない場合は追加してください

ア)の①に含まれる負担金
等合計金額及び割合

合計金額 0 0 0 0

件数

金額

割合 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

件数

金額

件数

金額

件数

金額

特定財源 0 0

[単位：件、円、％]

補助金負担金名 24年度 25年度 26年度 27年度(予算）

件数

金額

100.8% 99.4% 103.2%

前年度比 100.6% 99.6%

⑤ コストに関する補足説明

0
＊特定財源の説明 －

④ 活動一単位あたりコスト 150,971 151,881 151,287

財源
内訳

一般財源 14,644,216 14,760,413 14,674,837 15,147,000

① 直接事業費 244,216 360,413 274,837 747,000
経常経費 244,216 332,413 274,837

0 368,000
＊臨時的経費の説明

補助金負担金名 24年度 25年度 26年度 27年度(予算）

② 人件費 14,400,000 14,400,000 14,400,000

補助金負担金名 24年度 25年度 26年度 27年度(予算）

379,000
臨時的経費 0 28,000

14,400,000
正規職員の人数（人） 1.80 1.80 1.80 1.80

0

③ 合計コスト（①＋②） 14,644,216 14,760,413 14,674,837 15,147,000
前年度比

ア）コストの推移 ＊この事業にかかる費用（人件費は、1人あたり年間800万円で換算） [単位：円]

実績値 51 58.8 58.8
達成度 100.0% 101.9% 92.0%

① 活動指標（指標名） 「岡谷市行財政改革プラン」実施計画の進行管理件数 単位 件

実績値 97 97 97

指標の達成状況 ＊活動指標：この事業の規模、成果指標：この事業によって得られる住民の満足度

区　分 24年度 25年度 26年度 27年度(予算）

＊指標の説明 行財政改革プラン長期実施計画で定めた事業の件数

② 成果指標（指標名） 「岡谷市行財政改革プラン」実施計画の進捗率 単位 ％

目標値 50.5 57.7 63.9 100.0

＊指標の説明 行財政改革プランで、目標を達成した項目の割合（H24-H27長期実施計画）

＊目標値の設定方法の説明 行財政改革プランの各実施計画で示した各年度の取組予定の状況（実施、推進、検討など）

前年度の課題への
対応

　施設の基本情報（延床面積、建築年度、経費、利用実態）など全庁統一した様式を
作成し、公共施設に関する必要な情報収集を行い、施設概要をまとめるとともに、公
共施設等総合管理計画策定に向けての基礎資料となる公共施設白書の策定に取り組ん
だ。
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①

②

③

④

⑤

９

①

②

③

④

⑤

10

11

改善開始時期 平２７年４月から

●次年度の計画（PLAN）

次年度の方針 継続して実施 12 施策評価による27年度の優先度
*H25年度施策評価表より転記すること

●改善の内容（ACTION）

具体的な課題と改善

課
　
題

（少ない費用で効率的に事業を行い、市民サービスを向上させる上で、現在課題になっていること）

・３年に一度の実施に見直した補助金負担金の評価については、財政課が実施する補助金負担金の全
面見直しと合わせて行うため、評価表等の議論ができていない。
・行財政改革プランについては、平成27年度で計画期間が満了となるため、新たな計画の策定が必要
となっている。
・指定管理者制度については、全施設でガイドラインで示しているモニタリングが実施できておら
ず、また実際の実施方法についても、統一化が図られていない。
（公の施設指定管理者選定等審議会からも一定の基準が必要と指摘を受けている）

改
善
方
法

（上記の課題をふまえて27年度以降に実施する、具体的な改善の内容）

・補助金負担金の見直しについては、評価表の内容について財政課と協議し、調整しながら進めてい
く。（H27.6～）
・策定方針を決定し、住民説明会、審議会でのプラン内容の検証、庁内組織での調整など策定スケ
ジュールに沿って進めていく。
・指定管理者制度のモニタリングについて、施設担当課による総合評価がより客観性のあるもととな
るように評価表の検討をする。

年度当初に期待した成果が得られた。 成果指標の目標値　達成度 92.0% 1 0

この事業の目的を達成する上で、現在の方法が最も効果的で低コストである。 1

この事業の利用者が増加した。 成果指標の実績値　前年度比 100.0% 1  

評価項目 はい いいえ

この事業が属する施策において、この事業の優先度が高い。 1

社会情勢の変化や市民ニーズを把握し、今年度の事業内容に反映した。 1

この事業の効果は広く市民に還元され、特定者の利益にはなっていない。 1

有効性評価 ＊有効性＝成果指標（項目7／住民の満足度）は向上しているか。 有効性 高い

●事業の評価（CHECK）

妥当性評価 ＊妥当性＝行政がこの事業を行う必要性はあるか。 妥当性 高い
評価項目 はい いいえ

民間（企業、ＮＰＯ、市民団体等）が行うサービスと類似・競合していない。 1

国・県の事業、市が行っている他の事業と類似・重複していない。 1

現時点で、税金を投入して積極的に関与するべき重要な分野である。 1

民間（企業、ＮＰＯ、市民団体等）へ委ねることが難しく、市が行う必要がある。 1


