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は  じ  め  に 

 

 これまで本市においては、社会経済状況の著しい変化と行財政を取り巻く厳しい

情勢に対応するため、「岡谷市行財政改革プラン」とこれに基づく「行財政改革プラン

実施計画」により、行財政改革に取り組み、使用料の見直しや人件費の抑制など一定の

成果をあげてきたところです。 

 

 現在、国においては、景気は緩やかな回復基調を継続しているとしながら、「人口急減・

超高齢化」への対応や経済再生と財政健全化などの課題が山積している中、地方創生への

取組を最重要課題の一つとして掲げています。国から地方へという大きな流れのもと、

地方自治体の自主性・自立性のより一層の強化が求められています。 

 

 また、県においては、「長野県行政・財政改革方針」に基づく行財政改革の取組を推進

していますが、今後も厳しい財政状況が続く見込みであることから、歳入確保と歳出

削減に向けてさらに取り組むこととしています。 

 

 人口減少と少子高齢化の問題は、本市においても大きな課題であり、国立社会保障・

人口問題研究所の日本の地域別将来推計人口によると、岡谷市の平成 52 年（2040 年）

における総人口は 38,020 人と見込まれ、生産年齢人口の減少と高齢化率の上昇という

推計がなされています。 

 

 こうした人口構造の変化により、市税収入の減少や扶助費の増大等が見込まれる

ほか、1960 年代から 70 年代の高度経済成長期に多く整備された公共施設等の老朽化

への対応が迫られるなど、今後の本市の財政運営に多大な影響を及ぼす課題が存在

しています。 

 

 このような中で、本市では、「岡谷市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、

このまちに住み、働くことに誇りと自信、愛着を持てるまちを実現するため、各種

施策を展開しています。そのためにも、将来にわたり持続可能な行政運営の確立を

めざし、引き続き行財政改革に取り組んでいく必要があることから、その具体的な

取組内容を示す「岡谷市行財政改革３か年集中プラン」を策定します。このプランに

基づき、行政運営の最適化と限られた行政資源の有効活用により、将来を見据えた効率的

で効果的な行政運営のための行財政基盤の構築を図るべく、今後も継続的にさらなる

行財政改革を推進していきます。 
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１ これまでの行財政改革の取組                   

 本市では、昭和 60年度（1985年度）に「岡谷市行政改革大綱」を定めて以降、 

積極的な行財政改革を進め、厳しい社会経済状況の中、市税等の収入の確保に努め、

人件費の抑制など歳出の削減をしてきました。 

 平成 18年度（2006年度）を初年度とする「岡谷市行財政改革プラン」は、諏訪６

市町村合併協議、諏訪湖周３市町の合併協議が不調に終わったことを受け、さらなる

行財政改革の必要性を踏まえて策定したものです。「市民総参加による、特色のある

まちづくりを推進できる 行財政基盤の確立をめざして」を基本目標として掲げ、

平成 27年度（2015年度）までの 10年間を計画期間とし、基本的な方針並びに取組項目

を定め、これらを着実に進めることにより、普通建設事業費 20億円台、財政調整基金 10

億円台の確保をめざして取り組んできています。 

 歳入の確保や歳出削減への取組、定員適正化計画による職員数の削減、公共工事の

コスト縮減、さらには、公の施設へ指定管理者制度を導入することにより、この９年間

（平成 18年度～平成 26年度）における効果額は約 22億円となり、職員数については

約 100人の削減を実施しています。 

 また、数値目標については、普通建設事業費では、平成 26年度（2014年度）当初

予算の約 18億 4,000万円に、補正予算の追加分を含めると 20億円を超えたほか、

平成 27年度（2015年度）当初予算においても約 21億 4,000万円を計上しており、

財政調整基金では、平成 26年度末で 8億 9,900万円となり、平成 27年度内に１億円の

基金への積み立てを実施したことから、数値目標は達成できるものと考えています。 

 

２ 岡谷市行財政改革プランの具体的な取組と成果           

 岡谷市行財政改革プランは、改革の取組について実効性を確保するため、可能な限り

実施時期や目標を示しながら、平成 18年度（2006年度）から平成 20年度（2008年度）

までを短期、平成 21 年度（2009 年度）から平成 23 年度（2011 年度）までを中期、

平成 24 年度（2012 年度）から平成 27 年度（2015 年度）までを長期と３期に分け、

それぞれの期において、実施計画を策定し計画的かつ積極的に取り組んできました。 

 

（１）歳入確保のための取組（短期：15項目、中期：17項目、長期：19項目） 

 歳入確保のための取組については、市税等の収納率の向上や使用料・手数料の受益者

負担の適正化、新たな財源確保に向け取り組んできました。 

 市税等の収納率の向上では、市税徴収組織の充実と収納率の向上を図るため、納税

相談室を設置し、職員体制の強化を図るとともに、納付環境を整えるため、コンビニ

納付、クレジット納付を導入しました。また、国税局 OB 職員を徴収指導の専門職

として採用し、指導助言をいただきながら、きめ細かな納税指導と滞納処分の強化

を図るとともに、長野県地方税滞納整理機構を活用し、高額・困難事案の整理に努め

単位：千円 
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市税等の推移（決算額：現年収納分） （単位：百万円）

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

市税 7,571 8,150 8,096 7,436 6,966 6,974 6,867 6,770 6,915

未収金額 130 162 143 153 134 101 87 87 85

収納率 98.3% 98.0% 98.3% 98.0% 98.1% 98.6% 98.7% 98.7% 98.8%

(目標値) (98.8) (98.9) (99.0) (98.2) (98.3) (98.4) (98.2) (98.3) (98.9)

国保税 1,434 1,440 1,033 1,118 950 1,010 1,062 1,060 1,008

未収金額 82 86 74 96 70 61 60 56 57

収納率 94.6% 94.4% 93.3% 92.1% 93.1% 94.3% 94.6% 95.0% 94.6%

(目標値) (95.3) (95.4) (95.5) (94.5) (94.6) (94.7) (93.2) (93.3) (95.1)

使用料及び手数料の推移 （単位：百万円）

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

決算額 448 458 463 457 531 538 520 541 539

対前年比 ― 10 5 ▲ 6 74 7 ▲ 18 21 ▲ 2

広告料収入等推移 （単位：百万円）

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

広告料収入 1 3 2 3 2 2 2 2 3

財産貸付収入 51 52 47 46 44 30 27 28 22

財産売払収入 81 93 79 52 28 30 49 102 75

寄附金 14 11 25 23 27 28 28 50 15

てきました。 

 使用料・手数料については、受益者負担の適正化、公平性の確保の観点から、常に

検証を行い、３年ごとに全面見直しを行ってきました。 

 自主財源の確保としては、公有財産の活用を推進し、市有地の売却、財産貸付を行い、

さらには、ふるさと寄附金を導入するなど、一定の成果をあげています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な取組＞ 

○納付環境の整備、拡充（コンビニ納付、クレジット納付） 

○国税局 OB職員の指導による滞納処分 ○長野県地方税滞納整理機構の活用 

○使用料・手数料の見直し（３年ごと実施） ○ふるさと寄附金の導入（平成 20年度） 

 

（２）歳出の削減に向けた取組（短期：17項目、中期：17項目、長期：33 項目） 

 歳出の削減に向けた取組については、主要事業の選択や事務事業の見直し、公共施設

のあり方などについて取り組んできました。 

 主要事業の選択では、市民ニーズを的確に把握しながら、市民生活における事業の

優先度を総合的に判断したほか、事務事業の見直しでは、行政評価制度を導入し、 

職員の意識改革を図るとともに、外部評価委員会による市民目線での評価を実施して

きました。補助金・負担金の見直しでは、各種団体等の理解を得て、一律 10％の削減を

行うなど、歳出の抑制を図りました。 

 また、公共施設のあり方では、行政運営の効率化や市民サービスの向上を図るため、

指定管理者制度の導入に取り組んだほか、関係団体との協議を経て、市民屋外水泳 

プールの廃止などを実施しました。なお、指定管理者制度については、現在 16施設・

20か所に導入しています。 
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＜主な取組＞ 

○行政評価の実施 ○公共工事コスト縮減行動計画の推進 

○近隣市町村との事務の共同化 ○補助金・負担金の見直し（３年ごと実施） 

○指定管理者制度の導入（平成 18年度）  

 

（３）簡素で効率的な行政運営（短期：16項目、中期：14項目、長期：23 項目） 

 簡素で効率的な行政運営については、組織及び職員数等の見直しや効果的・効率的な

市民サービスの提供に向け取り組んできました。 

 組織及び職員数等の見直しでは、定員適正化計画を推進し、総人件費の抑制を図って

きました。あわせて、職員の意識改革を図るため、岡谷市職員人材育成基本方針を 

改定し、職員一人ひとりの持つ可能性や能力を最大限に引き出すことができる人材育成

に努めてきました。 

 また、効果的・効率的な市民サービスの提供では、電子申請届出システムの導入に

より、インターネットを利用した申請、届出受付サービスを開始し、各種手続きなど

の簡素化、市民サービスの向上を図りました。 

＜主な取組＞ 

○民間活力の活用等 ○電子申請届出システムの導入（平成 18年度） 

○自治体クラウドの活用（平成 24年度） ○統合型 GISの活用 

 

（４）公営企業、外郭団体等のあり方（短期：6項目、中期：8項目、長期：14項目） 

 公営企業、外郭団体等のあり方については、水道事業・下水道事業の経営健全化を 

図るとともに、病院事業については、市立岡谷病院及び健康保険岡谷塩嶺病院の経営

統合と施設集約を進め、病院統合の最終段階となる新病院の建設を果たしました。 

 また、外郭団体のあり方では、外郭団体が行う市民生活に関わりが深い事業について、

業務マニュアルの見直しを行ったほか、各団体等の設置目的を踏まえ、関係課が事務局

を抱える団体の自立を促進してきました。 

＜主な取組＞ 

○上下水道料金の見直し（３年ごと実施・据え置き） 

○公立病院改革プランの推進 ○各種団体の自立促進 

○新たな公益法人制度改革への対応  

 

（単位：件数）

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

事務事業評価数 676 626 614 685 651 651 636 305 473

施策評価数 114 110 41 41 41 41 41 41 41

外部評価（実施分野） 教育分野 福祉分野 産業・経済分野
環境分野、

安全・安心分野
都市整備分野 － 福祉分野 生活環境分野 経済分野

行政評価における事務事業数の推移

※H25年度の事務事業評価数の減は、補助金・負担金単独での事務事業評価を3年ごと（全面見直し）に実施することとしたため。

※H20年度の施策評価数の減は、H20年度より第4次総合計画の体系図にあわせた評価を実施することとしたため。
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市民参加率等

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

市政懇談会参加者数（人） 339 405 578 325 970 488 390 245 1,205

市民アンケート回収率（％） 46.2 44.3 50.1 48.5 44.0 37.8 58.9 46.7 55.3

※H22、26年度は市内各21区を会場に市政懇談会を実施。
※市民アンケート調査は市民1,000人を無作為抽出により実施。

（５）市民総参加のまちづくりの推進（短期：2 項目、中期：2 項目、長期：4 項目） 

 市民総参加のまちづくりの推進については、「岡谷市市民総参加のまちづくり基本

条例」に基づき、市民と市の協働により、各種事業の推進を図ってきました。 

 情報提供の一つとして、広く市民に情報発信をするため、行政チャンネルを開局する

とともに、市議会一般質問についても、放映を開始しました。 

 また、円滑な行政運営と区が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図るため、行政

事務交付金の交付や施設整備に対する補助など、区と市の連携強化を図ってきました。 

 

  

 

 

 

＜主な取組＞  

○行政チャンネルの開局（平成 19年度） ○ホームページを活用した情報の受発信 

○市政懇談会の充実 ○地域サポートセンターの設置 

 

（６）その他の取組（短期：3項目、中期：4項目、長期：4項目） 

＜主な取組＞ 

○財政援助団体等の会計監査 

○健全化判断比率等の審査 

○バランス・シートや行政コスト計算書等の公表 
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岡谷市行財政改革プランの主な取組効果額（平成 18年度～平成 26年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 歳入確保のための取組 (単位：百万円)

使用料・手数料等の収入確保と見直し 28 99 0 127

使用料・手数料の見直し 28 △ 1 - 27

家庭ごみ有料化 - 100 - 100

その他収入確保のための取り組み 5 196 247 448

広報おかや等への広告掲載 5 7 7 19

普通財産の活用(教員住宅の売却額含む) - 177 220 397

ふるさと寄附金制度の推進 - 12 20 32

33 295 247 575

２ 歳出の削減に向けた取組

事務事業の見直し 16 10 79 105

公共コスト縮減行動計画の推進 15 9 5 29

図書館業務等のボランティアの活用 1 1 1 3

公共車両の効率的な運用 - - 1 1

近隣市町村との事務の共同化 - - 69 69

選挙事務の効率化 - - 3 3

補助金・負担金の削減 139 5 111 255

補助金・負担金の全面見直し 67 5 111 183

補助金・負担金一律削減 72 - - 72

公共施設の管理運営の効率化 21 37 51 109

指定管理者制度の導入 16 7 - 23

公共施設のあり方見直し 5 1 - 6

教員住宅管理運営計画の推進 - 29 51 80

176 52 241 469

３ 簡素で効率的な行政運営

組織及び職員数の見直し 331 679 222 1,232

定員適正化計画の推進 400 738 104 1,242

嘱託職員及び臨時職員の適正配置 △ 104 △ 59 55 △ 108

自治体クラウドの活用研究 - - 63 63

養護老人ホーム和楽荘民営化 34 - - 34

岡谷市情報計画の推進 1 - - 1

331 679 222 1,232

４ 公営企業、外郭団体のあり方

公営企業のあり方 0 0 △ 51 △ 51

下水道長寿命化の推進 - - 18 18

病院事業定員適正化計画の推進 - - △ 69 △ 69

0 0 △ 51 △ 51

540 1,026 659 2,225

小　　計

合　　計

小　　計

項　　目 短期(H18-H20) 中期(H21-H23) 長期(H24-H27) 計

小　　計

項　　目 短期(H18-H20) 中期(H21-H23) 長期(H24-H27) 計

小　　計

項　　目 短期(H18-H20) 中期(H21-H23) 長期(H24-H27) 計

項　　目 短期(H18-H20) 中期(H21-H23) 長期(H24-H27) 計
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３ 本市を取り巻く社会経済情勢と課題                

（１）人口減少及び少子高齢化 

 本市の人口は、平成 27 年（2015 年）４月に 50,334 人（毎月人口異動調査）であり、

平成 22年（2010年）に実施された国勢調査では 52,841人で、５年間で約 2,500人減少

しています。本市の人口のピークである昭和 55年（1980年）の 62,210人と比較すると、

この 35年間で約 12,000 人減少しています。 

 また、国立社会保障・人口問題研究所による将来推計では、本市の人口は、今後も

減少し続け、平成 52年（2040年）には、38,020 人になると予測されています。 

 さらに、近年は 65 歳以上の老年人口の増加が著しく、平成 26 年（2014 年）10 月

１日現在では、その人口に占める割合（高齢化率）が 31.7％となっており、長野県平均

（29.2％）および全国平均（26.0％）と比較しても上回り、平成 52年（2040年）には

約 38％になると予測されています。 

 こうしたことから、歳入面では、生産年齢人口の減少による市税収入の減収が見込

まれるほか、歳出面では、老年人口の増加に伴って、扶助費の占める割合が増大する

など、市の財政運営がより厳しさを増す状況が懸念されます。 

 

【岡谷市の人口推計】 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25年 3月推計）」 

 

 

 

 

 

(百人) (％) 



7 

 

(百万円) 

（２）財政状況 

 昨今の社会経済の構造変化の中で、本市の財政状況は、歳入面で人口減少等に伴う

市税収入の減少とともに、歳出面においては、公共施設の老朽化等に伴う改修・更新

などにかかる投資的経費やさらに進む高齢化に伴う扶助費などの増加が見込まれ、 

今後も非常に厳しい財政状況が続くものと考えられます。 

 一方で、多様化する市民ニーズなどに対応するため、行政に求められる役割が増え

てきていますが、それら全てに対応していくことは、こうした財政面の問題からも限界

があることから、これまで以上に事務事業の「選択と集中」を行うとともに、歳入に

見合った歳出へと転換していかなければなりません。将来にわたって必要な行政 

サービスを維持し、その水準を確保していくためには、基金に頼らない財政基盤の 

確立が不可欠であると考えます。 

 

 ア 歳入 

 本市の平成 26 年度（2014 年度）一般会計決算における一般財源の歳入規模は、

約 138 億円を維持していますが、歳入の根幹をなす市税は、ここ数年 70 億円を割り

込む状態であり、今後も人口減少による減額が見込まれるなどの不安要素を含んでいます。 

 さらに、地域経済においては景気回復を実感するまでには至っていない状況である

ことから、市税収入の大幅な増加を見込むことは困難であり、安定的な財政運営を行う

ためにも、市税等の収納率を高め滞納を減らしていくことなどに加え、未利用資産の

有効活用、広告収入などの新たな収入確保策を地道に積み上げることが必要です。 

 

  【一般会計歳入決算額の推移】 
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3,961 3,999 4,025 3,585 3,731 3,688 3,615 3,281 3,357 

1,716 1,792 1,828 
1,902 

2,822 3,025 2,940 2,906 3,106 

2,688 2,763 2,845 2,856 

2,889 2,674 2,616 2,657 2,607 

2,667 2,622 2,482 2,689 
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 イ 歳出 

 義務的経費のうち、人件費は職員の定員適正化計画に基づく取組などによって減少

しており、今後も一定の水準で推移すると見込んでいます。 

 公債費は、ここ数年の予算編成方針におけるキャップ制（歳出上限制）の徹底によって

減少しているものの、扶助費は少子高齢化対策などに伴い、平成 18 年度（2006 年度）

から平成 26年度（2014年度）までに約 14 億円増加し、今後も増加傾向が続くものと

推測されます。 

 義務的経費全体では、この９年間では大幅な増減は見られないものの、今後見込まれる

扶助費の増加は、財政硬直化の大きな要因となってくるものと考えられます。 

 

【一般会計歳出決算額の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 ウ 基金 

 一般家庭でいう貯金にあたる基金については、財源不足への対応として取り崩しが

続いており、平成 27年度（2015年度）末現在の基金残高は約 21億円を見込んでいます。 

 今後において、不測の事態への備えとして、一定規模（財政調整基金10億円程度） 

 

 

 

 

(百万円) 
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の基金を確保する上でも、基金の取り崩しを前提としない収支均衡への転換を図る

必要があります。 

 

【財源不足への対応として活用できる主な基金残高の推移】 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

（３）定員管理（職員数の推移） 

 本市では、これまでの行財政改革の中心的な対策の一つとして、平成８年度（1996年度）

から定員適正化計画を策定し、職員数の削減に取り組んできたところです。 

 この定員適正化計画に基づき、事務事業の見直しや指定管理者制度の導入等を進め

てきた結果、職員数は外的要因による業務の増に伴う人員増を除くと、計画を上回る

102人の削減となっており、着実に減少しています。 

 今後においても、類似団体の職員数を参考にしつつ、事務事業や組織の見直しに

より、職員数の削減に努めます。一方で、近年の権限移譲などにより業務が増加し

ているほか、特にめまぐるしい社会保障制度改正への対応等による、業務の複雑化と

ともに、業務量自体が増加傾向にあることなどを踏まえ、安定した市民サービスを

提供できる適正な職員の配置も求められています。 

 

【一般行政部門職員数の推移】 

      

    

 

 

 

 

   

 

 

(百万円) 

(人) 

(育英基金除く) 
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(単位：百万円) 

H27 H28 H29 H30

市 税 6,861 6,701 6,624 6,464

地 方 交 付 税 4,304 4,208 4,185 4,194

基 金 繰 入 金 399 250 239 45

繰 越 金 500 500 500 500

市 債 817 780 740 700

そ の 他 1,431 1,031 1,371 1,482

小 計 14,312 13,470 13,659 13,385

人 件 費 2,747 2,623 2,590 2,558

扶 助 費 1,284 1,297 1,310 1,323

公 債 費 2,607 2,691 2,540 2,478

投 資 的 経 費 590 283 339 244

そ の 他 6,583 6,076 6,380 6,282

小 計 13,812 12,970 13,159 12,885

500 500 500 500

2,150 2,040 1,801 1,756

25,400 25,200 24,700 24,500

区 分

歳
　
入

歳
　
出

歳入－歳出(実質収支)※

年 度 末 基 金 残 高

年 度 末 地方 債現 在高

（４）公共施設の老朽化への対応 

 公共施設の老朽化が、全国的な課題であることから、国においては、安全で強靭な

インフラシステムの構築や、総合的・一体的なマネジメントの実現等をめざした 

「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、これに基づき、公共施設等の総合的かつ 

計画的な管理による最適な配置を実現するための計画策定が地方自治体に要請された

ところです。 

 本市の場合、岡谷市公共施設白書に示したとおり、人口減少時代にあって今ある

公共施設をすべて更新することは多額な経費を要する状況にあります。そのため、資産

総量の最適化を実現するための基本的な考え方を示す公共施設等総合管理計画に

基づき、公共施設等の具体的な方向性を検討し、市民参画を得ながら、施設の長寿命化

及び統廃合などを進め、財政負担の軽減や平準化を図る必要があります。 

 

４ さらなる行財政改革の必要性                   

（１）今後の財政推計 

 平成27年度（2015年度）決算見込をもとに、歳入歳出の各費目に一定の条件を

設定し、算出した平成30年度（2018年度）までの財政推計では、歳入の根幹である

市税については減少し、歳出では高齢化の進展に伴う扶助費の増加などが見込まれ

ていることから、収支の不足分は基金からの繰り入れに頼らざるを得ない状況である

ことを示しています。 

【今後の財政推計（一般財源ベース）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※実質収支は翌年度への繰越金（500百万円）として必要となるものです。 
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（２）行財政改革の必要性 

 本市の財政運営は、現状と課題や今後の財政推計において説明したとおり、 

 ・社会経済の構造変化による歳入の減少や市民ニーズの多様化による行政需要の

増加が見込まれること 

 ・今後も厳しい財政状況が見込まれること 

 ・基金に頼らない財政構造への転換が早期に必要なこと 

 ・公共施設の老朽化への対応と最適化が必要なこと 

 

などの状況となっています。今後の財政見通しを踏まえると、引き続き多額の財源

不足が生じる見込みであり、基金の取り崩しに頼った財政運営は限界があることから、

財政構造を早急に改善し、安定的で持続可能な財政基盤を確立していかなければな

りません。そのため、新たな行財政改革プランを策定し、財政規模に見合った行政

運営への転換を図るため大胆な行財政改革を断行していく必要があります。 

 

５ 岡谷市行財政改革３か年集中プランの基本方針           

（１）基本的な方針 

 人口減少、少子高齢化の進行等、これまでに経験をしたことがない社会情勢の 

変化に対応し持続・発展する地域社会を実現するためには、行政サービスの単なる

削減・縮小だけではない、職員一人ひとりが行政のあり方・役割の見直しも含めて

考え、将来を見据えた活力あふれるまちとして持続的な発展を続けるための基盤

強化を図る必要があります。 

 社会情勢の変化に対応するためにも、岡谷市行財政改革プランの基本的な考え方

を引き継ぎながら、現状に応じた見直しを行い、さらに発展させ、集中的に行財政

改革を行うこととして、「健全財政を堅持するための行財政基盤の構築に向けて」を

基本方針として定めます。市税などの歳入の確保への取組、限られた財源の中で真に

必要なものを見極めながら選択と集中による重点配分、徹底した歳出削減の取組、中長

期的視点から老朽化する公共施設の長寿命化や更新、統廃合の具体的な検討など、

行財政改革にこれまで以上に積極的に取り組んでいきます。 

 

（２）位置づけ 

 本市の将来像を描いている「第４次岡谷市総合計画」においては、総合計画を 

推進していくための視点の一つとして、行財政改革を位置づけており、本プランは、

その行財政改革を進めるための具体的な取り組みを示すものとなります。 
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（３）計画の期間 

 平成28年度（2016年度）を初年度とし、平成30年度（2018年度）を目標年度とする 

３年間とします。 

 なお、計画期間中において、社会経済情勢の変化などにより新たに計画に盛り込む

べき事由が生じた場合は、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

６ 岡谷市行財政改革３か年集中プランの数値目標           

 厳しい財政状況を打破し新しい時代を築いていくために、平成28年度（2016年度）

から平成30年度（2018年度）までの期間を「新時代を切り拓くための行財政改革

集中期間」と位置づけ、大胆な行財政改革に取り組み、基金の取り崩しに頼らない、

歳入に見合った財政運営を確立することをめざします。 

 

 

〔 数値目標 〕 

目標項目 
現状値 

（平成27年度末） 

財政推計 

（平成30年度末） 

 目標値 

（平成30年度末） 

職員定数 427人   401人 

公共施設の 

延床面積 
304,240.21㎡  

 286,000㎡ 

（▲6.0％） 

基金残高 21億円 17億円  20億円 

地方債現在高 254億円 245億円  240億円 

※公共施設の延床面積については普通会計建物分（平成26年３月31日現在） 

７ 改革へ取り組むための重点項目と推進項目             

 

重点改革項目１ 歳入確保への取組 

 全ての行政サービスには人員配置とこれを賄う財源が必要であり、受益と負担の

適正化とともに、公平性の徹底を図っていかなければなりません。 

 そのためには、本市が所有する限られた資源を有効に活用し、積極的な財源確保

を図っていくことが重要です。市税をはじめとする自主財源の収納率の維持・向上

に努めるとともに、新たな財源の創出に積極的に取り組むなど、歳入確保への方策

を推進します。 

 また、事業立案にあたっては、施策や事業が中長期的にみて税の増収に結びつく

ものであるかという視点も加味して考えていく必要があります。 
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 【取組の体系】 

  歳入確保への取組         （１）収納率の維持・向上への取組 

                   （２）受益者負担の適正化 

                   （３）新たな財源の創出 

 

 【推進項目】 

（１）収納率の維持・向上への取組 

  市税並びに各種使用料等については、負担の公平性の観点から具体的な数値目標

を設定して、収納率の維持・向上に向けた取組を行い、収入未済額のさらなる縮減

に努めます。 

  また、本市の基幹産業である製造業を中心とした産業振興を図ることにより、

まちの活力とにぎわいを創出し、自主財源の増収を図ります。 

 

（２）受益者負担の適正化 

  市民負担の公平性の確保や受益者負担の原則に基づき、３年ごとに各種使用料、

手数料の見直し等を行い、適正な負担になるよう努めます。 

  また、各種使用料金の減免基準の見直しを行い、市民間の公平性や受益と負担

のより一層の適正化を図ります。 

 

（３）新たな財源の創出 

  これまでの共用車両等への広告掲載やふるさと寄附金の取組を継続しつつ、

新たな視点で可能性を追求しさらに活用可能な方法を検討します。 

  また、遊休資産については、売却や貸付等に積極的に取り組み、収入の確保と

維持管理経費の節減に努めます。 

 

重点改革項目２ 歳出削減への不断の取組 

 社会経済情勢の変化により、歳入の大幅な増加が見込めない状況にあることから、

歳入に見合った歳出となるよう財政構造の転換を図る必要があります。そのため、

事務事業の抜本的な見直しなど、徹底した歳出削減による行政のスリム化を図り、

さらなる効率的、効果的な行財政運営をめざします。 

 

 【取組の体系】 

  歳出削減への不断の取組         （１）事務事業の見直し 

                      （２）補助金、負担金の見直し 
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 【推進項目】 

（１）事務事業の見直し 

  厳しい財政状況の中、限られた行財政資源を有効に活用し、多様な市民ニーズや

新たな行政課題に対応するため、行政評価システムを活用して事務事業の徹底した

見直しを行い、真に必要な事業への重点化を図ります。 

 

（２）補助金、負担金の見直し 

  補助金及び負担金については、その適正化を図る観点から、必要性や効果等を

検証し、３年ごと見直しを行うとともに、当初の目的を達成したものや事業・

団体等の決算繰越金が多いものなどについては、廃止、縮小を図ります。さらに、

補助金などにとらわれない新たな発想による協働関係・支援形態について引き続き

検討し、団体等の将来的な自立を促すことで、補助金の効率的、効果的な運用と

その抑制に努めます。 

 

重点改革項目３ 公共施設等総合管理計画の推進 

 公共施設等総合管理計画に基づく、計画的な修繕や長寿命化、類似施設の統廃合、

除却のほか、指定管理者制度による適切な管理運営を推進します。 

 特に、施設や設備の維持管理については、安全を考慮しながら改修や更新を適切

に行うことにより、トータルコストの縮減を図るとともに耐用年数の延長を含めた 

総合的な改善方法を検討します。 

 

 【取組の体系】 

  公共施設等総合管理計画の推進         （１）個別施設計画の策定 

                         （２）管理運営の効率化に向けた取組 

 

 【推進項目】 

（１）個別施設計画の策定 

  公共施設等総合管理計画に基づき必要に応じて個別施設計画を策定し、公共施設等

の最適化に向けた取組を推進します。 

 

（２）管理運営の効率化等に向けた取組 

  施設の維持・管理運営に関する総点検を実施するとともに、指定管理者制度の

導入による民間ノウハウの活用など様々な手法を引き続き検討し、管理運営コス

トの削減に努めるなど効率的な管理運営を行います。 

  また、「公共事業コスト縮減対策に関する岡谷市行動計画」に基づき、公共工事

のコスト縮減を図り、最少の経費で最大の効果を挙げることをめざします。 
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重点改革項目４ 組織の活性化と人材育成の推進 

 厳しい財政状況のもと、多様化する市民ニーズへの対応や人口減少、少子高齢化

の進行等、これまでに経験をしたことがない社会情勢の変化に直面しています。

従来と同じ考え方、同じ方法で、同様の行政サービスを維持し、継続していくことは

困難な状況となっていることから、この変化に対応し持続・発展する地域社会を

実現するためには、業務をより効率的、効果的に遂行できる職員を育成し、一人

ひとりの行動で組織力を高めていくことが重要となります。 

 また、住んで良かったと思えるまちづくりを進めていくため、市民一人ひとりの

満足度の向上が図られるよう、常に市民の立場に立って、質の高い行政サービスを

提供できるよう取り組みます。 

 そして、めざすべき将来都市像の実現に向けて、職員一人ひとりが将来に夢を描き、

地方行政を担う専門家であるという自覚と誇りを持ち職務を遂行できるよう取り組

みます。 

 

【取組の体系】 

  組織の活性化と人材育成の推進         （１）効率的な組織運営の推進 

                         （２）組織マネジメント強化の取組 

                         （３）人材育成と職員の意識改革 

 

 【推進事項】 

（１）効率的な組織運営の推進 

  社会情勢の変化に伴う新たな行政課題等に的確に対応しつつ、人口減少に対応

した適正な人員となるよう、簡素で効率的な組織体制の確立をめざすとともに、

組織の機能強化を図るため、継続的に組織の見直しに取り組みます。 

 

（２）組織マネジメント強化の取組 

  組織の目標達成に向けて、組織を効率的・効果的に運営していくためには、

管理職等のリーダーシップのもとで職員の能力を十分に発揮させながら、組織全体

で仕事を進めていけるよう効果的にマネジメントすることが必要です。 

  管理監督者のリーダーシップの発揮や組織マネジメント能力、組織間における

相互連携の強化や新たな業務に対する迅速で的確な対応など、状況の変化に的確

に対応しながら、きめ細かく組織力強化への取組を推進します。 

 

（３）人材育成と職員の意識改革 

  多様化する市民ニーズに対応するための課題の発見や、的確に対応できる人材

の育成を進め、職務能力の向上や意識改革に取り組むとともに、人事評価制度を
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活用し、職員一人ひとりが目的意識を持って職務を遂行し、組織の中で能力を

最大限発揮できる環境づくりを推進します。 

 

重点改革項目５ 公営企業、外郭団体等の経営健全化 

 

 【取組の体系】 

  公営企業、外郭団体等の経営健全化         （１）水道事業・下水道事業の 

                         健全経営の維持 

                          （２）病院事業の経営基盤強化 

                          （３）外郭団体等について 

 

（１）水道事業・下水道事業の健全経営の維持 

  水道事業・下水道事業については、地方公営企業の経営の基本原則である公共性

と効率性の両面の観点を踏まえ、料金の適正な見直しの検討など収入の確保に

努めるとともに、事務事業の簡素・効率化、委託化による経費の節減合理化を図り、

健全な経営を維持し、財務体質の強化を図ります。 

 

（２）病院事業の経営基盤強化 

  岡谷市民病院の開院に伴い、地域医療体制の充実・強化を推進し、引き続き

安全・安心のまちづくりのさらなる向上を図ります。 

  また、新たな病院改革プランの策定を予定していることから、公立病院改革の

推進に向け、将来にわたり市民に良質な医療を継続的かつ安定的に提供できるよう

経営基盤の強化を図ります。 

 

（３）外郭団体等について 

  外郭団体等の運営にあたっては、自助努力を基本とし、長期的視野に立って、

外郭団体等職員の適正配置、組織の簡素・合理化、効果的、効率的な事業展開

や情報公開を促進し、経営の健全化・透明化を図るよう必要に応じて助言、指導

を行います。 

 

８ 改革の推進と進行管理                      

（１）推進体制 

 この行財政改革３か年集中プランを着実に推進するため、年度ごとの具体的な 

取組項目を明らかにする実施計画を定めるとともに、その進捗状況について、庁内

の「岡谷市行政改革推進本部」及び有識者や公募の委員で構成する「岡谷市行政 
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改革審議会」等に毎年度報告します。 

 また、計画の透明性を確保するため、岡谷市行財政改革３か年集中プラン及び 

実施計画の進捗状況等について、広報誌やホームページで公表していきます。 

 

（２）進行管理と評価 

 行財政改革３か年集中プランに基づき、実施計画を定め、進行管理と評価の基礎

とします。実施計画においては、年度ごとの主な取組事項を計画します。また、

それぞれの取組についての指標と達成目標を設定し、進捗状況を評価する基準とします。 

なお、実施計画は、毎年、新たな行政課題に対応するよう変更・見直しを行い、 

社会変化に適合した改革を推進します。 

 取組項目について、取組内容と達成目標を確認しながら、当該年度に実施した内容

について、計画・目標（PLAN）、実施状況（DO）、点検・評価（CHECK）及び必要な

改善点（ACTION）を検証します。これを基に、取り組みによる年度効果額を算定し、

公表するとともに、それぞれの取組についての次年度の計画と目標の設定を行って

いきます。 



重点改革項目１　歳入確保への取組（17項目）

推進項目
取組
番号

頁

① 継続 市税等収納率の維持・向上
税務課、子ども課、都市計画課、
生涯学習課

４

② 継続 納期内納付率の向上 税務課 ４

③ 継続 長野県地方税滞納整理機構の活用 税務課 ５

④ 継続 地域経済活性化に向けての産業振興施策の推進 工業振興課 ５

⑤ 継続 企業誘致の推進 工業振興課 ５

⑥ 継続 工業用地の確保 工業振興課 ５

① 継続 使用料・手数料の見直し 財政課、全庁 ６

② 継続 使用料減免制度の見直し 財政課、全庁 ６

③ 継続 施設等使用料の見直し 財政課、全庁 ６

④ 継続 第３子以降の保育料検討 子ども課 ７

⑤ 継続 地域公共交通の構築 商業観光課、社会福祉課、企画課 ７

① 継続 広報物等への広告事業の推進 広報情報課、全庁 ８

② 継続 市施設等への広告の掲示 財政課、全庁 ８

③ 継続 ふるさと寄附金（ふるさと納税）の促進 企画課 ９

④ 新規 クラウドファンディング導入の検討 企画課 ９

⑤ 継続 ネーミングライツの導入 企画課 ９

⑥ 継続 未利用地の売却等の推進 財政課 ９

重点改革項目２　歳出削減への不断の取組（11項目）

推進項目
取組
番号

頁

① 継続 行政評価システムの活用 企画課、全庁 10

② 継続 事務事業の整理、統合 全庁 10

③ 継続 施策・事業の選択と集中 企画課、財政課 11

④ 新規 キャップ制の徹底 全庁 11

⑤ 継続 公用車両の効率的な運用 財政課、全庁 11

⑥ 新規 新公会計制度への取組 財政課 11

⑦ 新規 マイナンバー制度を活用したサービスの実施 全庁 12

⑧ 継続 情報システムの近隣市町村との共同化の検討及び推進 広報情報課、全庁 12

⑨ 継続 イベント、各種講座など事業のあり方の見直し 全庁 12

① 継続 補助金・負担金の見直し 財政課、全庁 13

② 継続 サンセット方式の徹底 全庁 13

（３）新たな財源の創出

岡谷市行財政改革３か年集中プラン実施計画（H28～30年度）

所管課等

所管課等実施項目

実施項目

（１）収納率の維持・向上
　　への取組

（２）受益者負担の適正化

（２）補助金、負担金の見直し

（１）事務事業の見直し

実施計画 1



重点改革項目３　公共施設等総合管理計画の推進（13項目）

推進項目
取組
番号

頁

① 新規 総合管理計画に基づく個別施設計画の策定（公共施設） 企画課、公共施設等所管課 14

② 新規 総合管理計画に基づく個別施設計画の策定（インフラ施設） 企画課、公共施設等所管課 14

① 継続 指定管理者制度の導入の推進 企画課、全庁 15

② 継続 指定管理者の管理運営に対する評価 企画課、指定管理者施設所管課 15

③ 継続 保育園整備計画の推進 子ども課 16

④ 継続 ボランティア事業等の推進 関係各課 16

⑤ 継続
ＰＰＰ（官民ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ）・ＰＦＩ（民間資金等
の活用による公共施設等の整備）事業の活用

企画課、全庁 16

⑥ 新規 総合窓口の推進による「ワンストップサービス」の検討 企画課、全庁 16

⑦ 継続 窓口業務等の民間委託の検討 全庁 17

⑧ 継続 公共施設等維持管理経費の見直し 全庁 17

⑨ 継続 公共工事コスト縮減行動計画の推進 都市計画課、土木課、全庁 17

⑩ 継続 公園の適切な維持管理 土木課 17

⑪ 継続 岡谷駅前出張所の見直し 市民生活課 17

重点改革項目４　組織の活性化と人材育成の推進（13項目）

推進項目
取組
番号

頁

① 継続 組織機構の適正化 企画課 18

② 新規 新たな定員適正化計画の推進 企画課、総務課 18

③ 継続 給与水準の適正化 総務課 18

④ 継続 嘱託職員・臨時職員の活用と適正配置 企画課、総務課 19

① 新規 組織内部のマネジメント機能の強化 企画課、総務課、全庁 20

② 新規 組織の柔軟性の向上（マネージメントチームの有効活用） 総務課、全庁 20

③ 新規 職場風土改革の推進 総務課、全庁 20

① 継続 岡谷市職員人材育成基本方針の推進 総務課、全庁 21

② 新規 地方分権時代に即した人材の確保 総務課 21

③ 新規 人事評価制度の活用 総務課 21

④ 継続 職員研修の充実 総務課、全庁 22

⑤ 継続 職員提案制度の充実 総務課、全庁 22

⑥ 新規 ワーク・ライフ・バランスの推進 総務課、全庁 22

（１）効率的な組織運営の推進

（３）人材育成と職員の意識改革

（２）組織マネジメント強化
   　の取組

（１）個別施設計画の策定

（２）管理運営の効率化等に
   　向けた取組

所管課等

所管課等実施項目

実施項目

実施計画 2



重点改革項目５　公営企業、外郭団体等の経営健全化（８項目）

推進項目
取組
番号

頁

① 継続 水道施設の計画的な整備、更新等 水道課 23

② 継続 下水道施設の計画的な更新等 水道課 23

③ 継続 収納率の維持・向上 水道課 23

④ 継続 上下水道料金の見直し 水道課 24

（２）病院事業の経営基盤強化 ① 継続 病院事業の経営基盤強化 岡谷市民病院 25

① 継続 効率的な事業運営の促進 全庁 26

② 継続 各種団体の自立促進 全庁 26

③ 新規 農業委員会組織等の見直し、改革 農業委員会事務局 26

（３）外郭団体等について

（１）水道事業・下水道事業の
  　 健全経営の維持

所管課等実施項目

① 実施項目名

本プランに基づく重点改革項目を推進するための具体的な取組項目

② 所管課等

中心となって取り組む課

③ 実施概要

実施項目の概要説明

④ 取組内容

実施項目を構成する主な取組内容

⑤ 実施

内容が決まっていて、具体的に実施することにより行財政改革に取り組むもの

推進

一部実施や今後の内容等精査をしながら行財政改革を推進するもの

検討

実施、推進に向けて具体的に取り組む内容や方法を検討するもの

⑤

岡 谷 市 行 財 政 改 革 ３ か 年 集 中 プ ラ ン 実 施 計 画 の 見 方

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

④

番号 ①

所管課等 ②

実施概要 ③

実施計画 3



重点改革項目１　歳入確保への取組
推進項目１　収納率の維持・向上への取組

 ①　市税等収納率の維持・向上
 ②　納期内納付率の向上
 ③　長野県地方税滞納整理機構の活用
 ④　地域経済活性化に向けての産業振興施策の推進
 ⑤　企業誘致の推進
 ⑥　工業用地の確保

 推進内容

 実施項目（６項目）

86.29%86.28% 86.31%

80.88%80.87%

29年度 30年度

・口座振替勧奨による口座振替の推進

・コンビニエンスストア納付の推進 実施

番号 ②  納期内納付率の向上

80.90%80.89%

99.30%
95.60%
98.50%

95.60% 95.60% 95.70%

99.10%

（現年）

99.10%

99.40%

実施 実施 実施
・クレジット納付の推進

所管課等  税務課

実施概要
　口座振替の推進に加え、コンビニエンスストア納付、クレジット納付を推進
し、納期内納付率の向上を図ります。

取　組　内　容 26年度(現状) 28年度

86.30%

取　組　内　容

実施

99.50% 99.60%
97.60% 97.65%

99.10%

実施概要

97.70%

指　　　標

学童クラブ使用料
住宅使用料

保育料
国民健康保険税

市税
（現年） （現年） （現年）

98.90% 98.90% 99.00%
（現年）
98.80%
94.60%

重点改革項目１　歳入確保への取組 推進項目１　収納率の維持・向上への取組

指　　　　標
市税納期内納付率

国民健康保険税
納期内納付率

　市税並びに各種使用料等については、負担の公平性の観点から具体的な数値目標を設定して、収納
率の維持・向上に向けた取組を行い、収入未済額のさらなる縮減に努めます。
　また、本市の基幹産業である製造業を中心とした産業振興を図ることにより、まちの活力とにぎわ
いを創出し、自主財源の増収を図ります。

番号 ①

所管課等

実施 実施 実施

　市税並びに各種使用料等については、負担の公平性の観点から具体的な数値目
標を設定して、収納率の維持・向上に向けた取組を行い、収入未済額のさらなる
縮減に努めます。

 税務課、子ども課、都市計画課、生涯学習課

 市税等収納率の維持・向上

26年度(現状) 28年度 29年度 30年度

・徴収・滞納整理の強化

実施計画 4



重点改革項目１　歳入確保への取組
推進項目１　収納率の維持・向上への取組

27年度(現状) 28年度 29年度

 税務課

実施概要
　高額、困難滞納案件を長野県地方税滞納整理機構へ移管し、積極的、効率的な
徴収に努めます。また、平成29年度から２年間、長野県地方税滞納整理機構へ職
員を１名派遣し、徴収に関する知識の習得、技術の向上に努めます。

取　組　内　容

 長野県地方税滞納整理機構の活用

所管課等

・工業系未利用地や空き工場等の活用 など

番号 ⑤  企業誘致の推進

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

実施 実施 実施 実施

番号 ⑥

実施概要
　おかや鶴峯工業団地の残区画について早期売却を図るとともに、工業系未利用
工業地や空き工場等の有効活用を促進し、市税の増収を図ります。

 工場用地の確保

所管課等  工業振興課

29年度 30年度

― １０件

30年度

２５１件 ２６３件

・おかや鶴峯工業団地の売却

実施 実施 実施 実施

所管課等  工業振興課

実施概要 　新たな雇用の創出とともに市税の増収確保を図るため、企業誘致を推進します。

取　組　内　容

・岡谷市商工業振興条例補助金
・岡谷市企業立地支援補助金　など

27年度(現状) 28年度

２８０件 ２９７件

・高額、困難滞納案件の選定、移管 実施 実施 実施 実施

・岡谷市中小企業融資制度
・展示会共同出展事業

実施 実施 実施 実施

所管課等  工業振興課

実施概要
　市内企業の受注増、新製品・新技術の創出、円滑な事業資金調達など、産業施
策の振興により税収確保に努めます。

取　組　内　容 26年度(現状) 28年度 29年度 30年度

番号 ④  地域経済活性化に向けての産業振興施策の推進

・新技術・新製品等ものづくりチャ
レンジ企業応援事業補助金

番号 ③

指　　　　標 新規申請件数

企業誘致件数指　　　　標
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重点改革項目１　歳入確保への取組
推進項目２　受益者負担の適正化

 ①　使用料・手数料の見直し
 ②　使用料減免制度の見直し
 ③　施設等使用料の見直し
 ④　第３子以降の保育料検討
 ⑤　地域公共交通の構築

実施概要
　施設使用料等について公平性の確保や受益者負担の原則、財源確保の観点か
ら、類似施設等との均衡を図りつつ、見直しを行います。

全面見直し

番号 ③  施設等使用料の見直し

所管課等  財政課、全庁

・使用料減免制度の見直し

30年度

・施設等使用料の見直し 全面見直し

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度

実施概要 　減免基準を見直し、適正な受益者負担を図ります。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

所管課等  財政課、全庁

・使用料、手数料の見直し 全面見直し

28年度 29年度 30年度

番号 ②  使用料減免制度の見直し

重点改革項目１　歳入確保への取組 推進項目２　受益者負担の適正化

番号 ①  使用料・手数料の見直し

 推進内容

 実施項目（５項目）

　市民負担の公平性の確保や受益者負担の原則に基づき、３年ごとに各種使用料、手数料の見直し等
を行い、適正な負担になるよう努めます。
　また、各種使用料金の減免基準の見直しを行い、市民間の公平性や受益と負担のより一層の適正化
を図ります。

所管課等  財政課、全庁

実施概要
　行政サービスに対する「公益性・公平性」を確保するため、各種使用料等の適
正な基準を設定し、３年ごと見直しを実施します。

取　組　内　容 27年度(現状)
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重点改革項目１　歳入確保への取組
推進項目２　受益者負担の適正化

29.20%― 29.20% 29.20%

・ルート及びダイヤ変更の検討 など 実施 実施 実施 実施

実施概要
　乗客を確保するために積極的にＰＲに努めるとともに、路線の統合や運賃の見
直しを検討し持続可能な公共交通の構築を図ります。
　また、福祉タクシーも含め公共交通のあり方を検討します。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

番号 ⑤  地域公共交通の構築

所管課等  商業観光課、社会福祉課、企画課

実施概要 　公平性の確保の観点から、子育て支援策全体の中で、引き続き検討します。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度

番号 ④  第３子以降の保育料検討

所管課等  子ども課

検討
・国等の動向を注視しながら、子育
て支援策全体の中で検討

検討 検討 検討

30年度

指　　　　標
収支割合

（シルキーバス）
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重点改革項目１　歳入確保への取組
推進項目３　新たな財源の創出

 ①　広報物等への広告事業の推進
 ②　市施設等への広告の掲示
 ③　ふるさと寄附金（ふるさと納税）の促進
 ④　クラウドファンディング導入の検討
 ⑤　ネーミングライツの導入
 ⑥　未利用地の売却等の推進

３３枠

５３枠 ５６枠 ５６枠 ５６枠

27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

・広告事業の検討、募集 実施 実施 実施 実施

２８枠 ３１枠２６枠
掲載枠への年次別

広告主数
指　　　　標

重点改革項目１　歳入確保への取組 推進項目３　新たな財源の創出

・広告事業の検討、募集 実施 実施 実施 実施

番号 ②  市施設等への広告の掲示

指　　　　標
掲載枠への年次別

広告主数

 推進内容

 実施項目（６項目）

実施概要
　広報おかや、封筒等の印刷物、ホームページ等への有料広告を掲載し、収入確
保やコスト削減に努めます。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

番号 ①  広告物等への広告事業の推進

所管課等  広報情報課、全庁

　これまでの共用車両等への広告掲載やふるさと納税制度の取組を継続しつつ、新たな視点で可能性
を追求しさらに活用可能な方法を検討します。
　また、遊休資産については、売却や貸付等に積極的に取り組み、収入の確保と維持管理経費の節減
に努めます。

所管課等  財政課、全庁

実施概要 　市施設等への有料広告の掲示については、さらに拡大し実施します。

取　組　内　容

実施計画 8



重点改革項目１　歳入確保への取組
推進項目３　新たな財源の創出

― 前年度比5％増 前年度比5％増 前年度比5％増

取　組　内　容 26年度(現状) 28年度 29年度 30年度

・未利用地等の活用 実施 実施 実施 実施

番号 ⑥  未利用地の売却等の推進

所管課等  財政課

実施概要
　市有財産の有効活用を進めるために、遊休地の売却や貸付等を推進し、収入確
保と維持管理経費の節減に努めます。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

・ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂ導入に係る調査、検討、
募集等

検討 検討 検討 検討

番号 ⑤  ネーミングライツ導入の検討

所管課等  企画課

実施概要
　文化、スポーツ施設等について、調査・検討を進め、積極的に導入するよう取
り組みます。

67,000 100,000 100,000 100,000

実施 実施 実施

番号 ④  クラウドファンディング導入の検討

所管課等  企画課

実施概要
　ふるさと寄附金額の増収をめざし、魅力ある返礼品の拡充を行うとともに寄附
金活用の取組をＰＲします。

・先進事例の研究
・活用可能な事業の選定 など

― 検討 検討 検討

所管課等  企画課

実施概要
　特定の事業について、広く資金提供を呼びかける「クラウドファンディング」
を検討し、公共施設の整備等について、寄附金等収入を財源とする事業実施をめ
ざします。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

・ふるさと寄附金の促進 実施

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

番号 ③  ふるさと寄附金（ふるさと納税）の促進

年次別寄附金額
（単位：千円）

指　　　　標

収入増額指　　　　標
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重点改革項目２　歳出削減への不断の取組
推進項目１　事務事業の見直し

 ①　行政評価システムの活用
 ②　事務事業の整理、統合
 ③　施策・事業の選択と集中
 ④　キャップ制の徹底
 ⑤　公用車両の効率的な運用
 ⑥　新公会計制度への取組
 ⑦　マイナンバー制度を活用したサービスの実施
 ⑧　情報システムの近隣市町村との共同化の検討及び推進
 ⑨　イベント、各種講座など事業のあり方の見直し

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

実施 実施 実施 実施
・総点検による見直しの実施
・点検による当初予算への反映

所管課等  全庁

実施概要
　不断の事務事業の見直しにより、徹底的にコスト削減を図るほか、事務の効率
化等に取り組みます。

・施策評価、事務事業評価の実施
・予算への反映等

実施 実施 実施 実施

実施概要
　行政評価（施策評価・事務事業評価）を実施し、岡谷市総合計画の進行管理や
予算編成等に積極的に活用します。また、より信頼性の高い評価とするため、引
き続き外部評価を行います。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

番号 ②  事務事業の整理、統合

 推進内容

 実施項目（９項目）

番号 ①  行政評価システムの活用

所管課等  企画課、全庁

　厳しい財政状況の中、限られた行財政資源を有効に活用し、多様な市民ニーズや新たな行政課題に
対応するため、行政評価システムを活用して事務事業の徹底した見直しを行い、真に必要な事業への
重点化を図ります。

重点改革項目２　歳出削減への不断の取組 推進項目１　事務事業の見直し
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重点改革項目２　歳出削減への不断の取組
推進項目１　事務事業の見直し

番号

　統一的な基準による地方公会計を整備し、わかりやすい財務情報の開示と、公
共施設マネジメント等への活用による財政運営の効率化を図ります。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

⑥  新公会計制度への取組

・複式簿記の導入による財務書類の作成
― 検討 実施 実施

・固定資産台帳の整備

実施 実施 実施 実施
・小型ＥＶ車、自転車等の使用の啓
発

2,250回
528回
585回 600回 620回 650回

530回 550回 600回
2,300回 2,350回 2,400回

指　　　　標
公用自転車利用回数

原付公用ﾊﾞｲｸ利用回数

小型ＥＶ車利用回数

番号 ⑤  公用車両の効果的な運用

所管課等  財政課、全庁

実施概要 　小型ＥＶ車、バイク、自転車の活用による公用車の効率的な運用に努めます。

取　組　内　容 26年度(現状) 28年度 29年度 30年度

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

・予算編成・実施計画における事業
の選択と集中

実施 実施 実施 実施

番号 ③  施策・事業の選択と集中

所管課等  企画課、財政課

実施概要
　厳しい財政状況の中、多様化する市民ニーズに応えられる良質な市民サービス
を提供するため、施策・事業の選択と集中を進め、事業を重点化し、効率的・効
果的な行財政運営を推進します。

所管課等  財政課

実施概要

・キャップ制の徹底 実施 実施 実施 実施

番号 ④  キャップ制の徹底

所管課等  全庁

実施概要 　市債の借入れにあたっては、キャップ制を徹底し公債費負担の軽減を図ります。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度
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重点改革項目２　歳出削減への不断の取組
推進項目１　事務事業の見直し

推進 推進 推進 推進

実施概要
　マイナンバー制度の円滑な導入はもとより、制度を活用した情報管理の適正
化、事務処理効率の向上に取り組みます。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

 全庁

推進 推進 推進 推進
・諏訪６市町村での情報システムの
共同化等の検討 など

所管課等  広報情報課、全庁

実施概要

　情報システムの近隣市町村との共同構築や共同導入を推進し、経費の削減を図
ります。
　各種情報システムのクラウド化を推進し、業務の継続性を高めるとともに経費
の削減を図ります。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

番号 ⑧  情報システムの近隣市町村との共同化の検討及び推進

・情報管理の適正化の推進
・事務処理効率化の検討

推進 推進 推進 推進・参加者数、満足度などの調査 など

番号 ⑨  イベント、各種講座など事業のあり方見直し

所管課等  全庁

計 画 内 容
　参加者数、満足度などの調査を実施し、イベント・講座など見直しや統廃合に
よる効率的・効果的な開催に努めます。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

番号 ⑦  マイナンバー制度を活用したサービスの実施

所管課等
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重点改革項目２　歳出削減への不断の取組
推進項目２　補助金、負担金の見直し

 ①　補助金・負担金の見直し
 ②　サンセット方式の徹底

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

・サンセット方式の徹底 実施 実施 実施 実施

実施概要
　補助金の新設にあたっては、補助額は事業費等の２分の１以内とし、３年の期
限付きとします。

全面見直し 全面見直し・補助金、負担金見直し

番号 ②  サンセット方式の徹底

所管課等  全庁

所管課等  財政課、全庁

実施概要
　補助金、負担金については、その必要性や効果等の点検、確認を行い、３年ご
とに全面見直します。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

推進項目２　補助金、負担金の見直し重点改革項目２　歳出削減への不断の取組

番号 ①  補助金・負担金の見直し

 推進内容

 実施項目（３項目）

　補助金及び負担金については、その適正化を図る観点から、必要性や効果等を検証し、３年ごと見
直しを行うとともに、当初の目的を達成したものや事業・団体等の決算繰越金が多いものなどについ
ては、廃止、縮小を図ります。さらに、補助金などにとらわれない新たな発想による協働関係・支援
形態について引き続き検討し、団体等の将来的な自立を促すことで、補助金の効率的、効果的な運用
とその抑制に努めます。
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重点改革項目３　公共施設等総合管理計画の推進
推進項目１　個別施設計画の策定

 ①　総合管理計画に基づく個別施設計画の策定（公共施設）
 ②　総合管理計画に基づく個別施設計画の策定（インフラ施設）

②

実施

所管課等  企画課、公共施設等所管課

実施概要
　道路・橋梁などインフラ施設全般にわたる総資産量を把握した上で、構造及び
管理水準を見直すとともに長寿命化を図り、投資的経費の縮減に取り組みます。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

・個別施設計画策定指針、策定支援
・全体進捗管理

一部実施 一部実施 実施

 総合管理計画に基づく個別施設計画の策定（インフラ施設）

実施概要
　公共施設等総合管理計画を着実に推進するため、総合管理計画に基づく、個別
施設ごとの個別施設計画を策定します。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

重点改革項目３　公共施設等総合管理計画の推進 推進項目１　個別施設計画の策定

番号

番号 ①  総合管理計画に基づく個別施設計画の策定（公共施設）

 推進内容

 実施項目（２項目）

　公共施設等総合管理計画に基づき必要に応じて個別施設計画を策定し、公共施設等の最適化に向け
た取組を推進します。

・個別施設計画策定指針、策定支援
・全体進捗管理

― 一部実施 実施 実施

所管課等  企画課、公共施設等所管課
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重点改革項目３　公共施設等総合管理計画の推進
推進項目２　管理運営の効率化等に向けた取組

 ①　指定管理者制度の導入の推進
 ②　指定管理者の管理運営に対する評価
 ③　保育園整備計画の推進
 ④　ボランティア事業等の推進

 ⑥　総合窓口の推進による「ワンストップサービス」の検討
 ⑦　窓口業務等の民間委託の検討
 ⑧　公共施設等維持管理経費の見直し
 ⑨　公共工事コスト縮減行動計画の推進
 ⑩　公園の適切な維持管理
 ⑪　岡谷駅前出張所の見直し

推進 推進

 ⑤　ＰＰＰ（官民ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ）・ＰＦＩ（民間資金等の活用による公共施設等の整備）事業の活用

・評価の実施及び結果の公表 など

・導入効果の調査、検討

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度

番号 ②  指定管理者の管理運営に対する評価

所管課等  企画課、指定管理者施設所管課

実施概要 　指定管理者について業務内容の履行確認やサービス内容の評価を行います。

16施設20か所 推進

番号 ①  指定管理者制度の導入の推進

29年度 30年度

・業務内容の履行確認
実施 実施 実施 実施

 推進内容

 実施項目（１１項目）

所管課等  企画課、全庁

実施概要
　利用者へのサービスの向上や経費の節減が期待できる施設や、管理業務が主と
なっている公の施設などについて、指定管理者制度の導入を推進します。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

重点改革項目３　公共施設等総合管理計画の推進 推進項目２　管理運営の効率化等に向けた取組

　施設の維持・管理運営に関する総点検を実施し、指定管理者制度の導入による民間ノウハウの活用
など様々な手法を引き続き検討し、管理運営コストの削減に努めるなど効率的な管理運営を行いま
す。
　また、「公共事業コスト縮減対策に関する岡谷市行動計画」に基づき、公共工事のコスト縮減を図
り、最少の経費で最大の効果を挙げることをめざします。
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重点改革項目３　公共施設等総合管理計画の推進
推進項目２　管理運営の効率化等に向けた取組

番号 ③  保育園整備計画の推進

・前期計画の推進
推進 推進 推進 推進

・中期計画の検討

所管課等  子ども課

実施概要
　保育園の効率的な運営と、保育環境の整備、さらには保育サービス・地域の子
育て支援の拠点としての機能の充実を図るため、保育園整備計画に基づき、計画
的な整備を推進します。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

実施概要
　市民活動に参加しやすい環境整備や機会を創出するとともに、市民活動を広げ
られるよう、各施設におけるボランティア事業等を推進します。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

番号 ④  ボランティア事業等の推進

所管課等  関係各課

番号 ⑤  ＰＰＰ・ＰＦＩ事業の活用

所管課等  企画課、全庁

実施 実施 実施 実施・読み聞かせ等図書館ボランティア など

・導入可能性の検討、他市の導入事
例に関する調査、検討

番号 ⑥  総合窓口の推進による「ワンストップサービス」の検討

推進 推進 推進 推進

実施概要
　民間の資金とノウハウを活用することにより、インフラの運営・更新等の効率
化、サービスの向上、財政負担軽減が図れる事業については、ＰＰＰ・ＰＦＩ事
業を積極的に活用します。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

所管課等  企画課、全庁

実施概要
　市民の利用頻度が高い窓口業務について、総合化を検討し、市民の利便性向上
と組織効率化を図ります。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

・導入可能性の検討、他市の導入事
例に関する調査、検討

― 検討 検討 検討
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重点改革項目３　公共施設等総合管理計画の推進
推進項目２　管理運営の効率化等に向けた取組

29年度 30年度

・遊具等の更新工事実施 実施 実施 実施 実施

番号 ⑪  岡谷駅前出張所の見直し

・駅前出張所のあり方検討 推進 検討 検討 検討

⑩  公園の適切な維持管理

所管課等  土木課

実施概要
　公園施設長寿命化計画に基づき計画的に老朽化した遊具等の更新工事を実施し
ます。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

番号

所管課等  市民生活課

実施概要
　駅前出張所の利用実態等の調査を行うとともに、開設時間など出張所のあり方
について検討を行います。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度

番号 ⑦  窓口業務等の民間委託の検討

所管課等  全庁

・導入可能性の検討、他市の導入事
例に関する調査、検討

― 検討 検討 検討

実施概要
　職員の適正配置や費用対効果等を総合的に勘案し、窓口業務等の民間委託や嘱
託化等を検討し、限られた人員の有効活用を推進します。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

推進

実施概要
　市役所庁舎をはじめとした各施設の維持管理に係る経費について見直し、関係
経費の縮減に努めます。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

番号 ⑧  公共施設等維持管理費の見直し

所管課等  全庁

・行動計画の推進に係る工事調査 など 実施 実施 実施 実施

実施概要
　「公共工事コスト縮減対策に関する岡谷市行動計画」に基づき、引き続き公共
工事のコスト縮減に努めます。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

番号 ⑨  公共工事コスト縮減行動計画の推進

所管課等  都市計画課、土木課、全庁

・公共施設などの運営の利便性や効
率性の面から管理運営方法の総点検

― 推進 推進
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重点改革項目４　組織の活性化と人材育成の推進
推進項目１　効率的な組織運営の推進

 ①　組織機構の適正化
 ②　新たな定員適正化計画の推進
 ③　給与水準の適正化
 ④　嘱託職員・臨時職員の活用と適正配置

実施

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度

実施

27年度(現状) 28年度

４１５人 ４１０人 ４０１人

・総合計画推進のための組織機構改正

・社会情勢の変化に応じた組織機構改正

所管課等  企画課、総務課

実施概要

・平成27年度中に策定する新たな定
員適正化計画による適正な職員定数
管理を推進

実施 実施

29年度 30年度

実施

４２７人

実施

 給与水準の適正化

所管課等  総務課

29年度 30年度

指　　　　標 計画に基づく職員数

実施

番号 ②  新たな定員適正化計画の推進

実施
・人事院勧告を尊重した制度改正
・給与制度の調査、検討

実施

実施 実施

実施

実施概要
　給与水準については、人事院勧告や他市の動向などを勘案し、情勢に適応した
水準になるよう適正化に努めます。

番号 ③

　これまでの定員管理を検証するとともに、事務事業の効率化を促進し、行政規
模に見合った適切な定員管理を推進します。

取　組　内　容

番号 ①  組織機構の適正化

所管課等  企画課

実施概要
　社会情勢の変化や新たな行政課題等に対応した効率的な組織体制を構築すると
ともに、必要に応じた組織機構の見直しを実施します。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

 推進内容

 実施項目（４項目）

　社会情勢の変化に伴う新たな行政課題等に的確に対応しつつ、人口減少に対応した適正な人員とな
るよう、簡素で効率的な組織体制の確立を目指すとともに、組織の機能強化を図るため、継続的に組
織の見直しに取り組みます。

重点改革項目４　組織の活性化と人材育成の推進 推進項目１　効率的な組織運営の推進
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重点改革項目４　組織の活性化と人材育成の推進
推進項目１　効率的な組織運営の推進

④  嘱託職員・臨時職員の活用と適正配置番号

・嘱託職員、臨時職員の活用と適正
配置の検討

実施 実施

所管課等  企画課、総務課

実施概要
　嘱託職員及び臨時職員の活用により市民サービスの向上を図るとともに、効率
的な行政運営のため適正な人員配置を行います。

実施 実施

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度
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重点改革項目４　組織の活性化と人材育成の推進
推進項目２　組織マネジメント強化の取組

 ①　組織内部のマネジメント機能の強化
 ②　組織の柔軟性の向上（マネージメントチームの有効活用）
 ③　職場風土改革の推進

検討 検討

27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

 推進内容

 実施項目（３項目）

番号 ②  組織の柔軟性の向上（マネージメントチームの有効活用）

実施

実施概要
　部長等の成果志向による組織マネジメントの徹底により、自らが経営・改革の
当事者という意識のもと、課等の職員に浸透させ、マネジメント機能の強化を図
ります。

取　組　内　容

番号 ①  組織内部のマネジメント機能の強化

所管課等  企画課、総務課、全庁

・組織マネジメント強化の検討 ―

所管課等  総務課、全庁

実施概要
　組織マネジメントを強化するために、主幹級等の職員が中心となり組織の本質
的なあり方や組織間における総合連携方法などを話合い、迅速な意思決定や横の
連携を強化するためのマネジメントチームをつくります。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

③  職場風土改革の推進

所管課等  総務課、全庁

・マネージメント検討チームの検討
・組織マネジメント強化の検討

― 検討 実施 実施

重点改革項目４　組織の活性化と人材育成の推進 推進項目２　組織マネジメント強化の取組

　組織の目標達成に向けて、組織を効率的・効果的に運営していくためには、管理職等のリーダー
シップのもとで職員の能力を十分に発揮させながら、組織全体で仕事を進めていけるよう効果的にマ
ネジメントすることが必要です。
　管理監督者のリーダーシップの発揮や組織マネジメント能力、組織間における相互連携の強化や新
たな業務に対する迅速で的確な対応など、状況の変化に的確に対応しながら、きめ細かく組織力強化
への取組を推進します。

・職場風土改革の推進 ― 検討 検討 実施

実施概要
　活性化された組織にするには、切磋琢磨しあう職場の風土と、お互いに気づか
う人間関係が必要であるため、職員同士の対話に基づく職場風土の改革を推進し
ます。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

番号
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重点改革項目４　組織の活性化と人材育成の推進
推進項目３　人材育成と職員の意識改革

 ①　岡谷市職員人材育成基本方針の推進
 ②　地方分権時代に即した人材の確保
 ③　人事評価制度の活用
 ④　職員研修の充実
 ⑤　職員提案制度の充実
 ⑥　ワーク・ライフ・バランスの推進

実施概要

　人事評価制度は、職員自らが能力を向上させながら意欲を持って業務に取り組むた
めの意識改革や、効果的に人材育成を推進することを大きな目標としていることか
ら、この制度を更に活用し職員のやる気と働きがいを引き出し、より質の高い行政
サービスを提供します。

番号 ③  人事評価制度の活用

所管課等  総務課

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

所管課等  総務課

実施 実施

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

・他の自治体や民間企業の採用手法
の調査、検討

― 実施

実施 実施・人事評価制度の内容見直し など

実施概要
　国及び他の自治体のほか民間企業の採用試験状況の把握に努め、採用試験の方
法や周知方法について検討し、優秀な人材確保に努めます。

重点改革項目４　組織の活性化と人材育成の推進 推進項目３　人材育成と職員の意識改革

 総務課、全庁

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

― 検討 実施 実施

実施概要
　人材育成基本方針の見直しを行い、多様化する市民ニーズに適応するため、職
員一人ひとりが目的意識を持って職務を遂行し、組織の中で能力を最大限発揮で
きる人材育成を推進します。

― 実施

 推進内容

 実施項目（６項目）

番号 ②  地方分権時代に即した人材の確保

番号 ①  岡谷市職員人材育成基本方針の推進

所管課等

・人材育成基本方針に基づく育成事
業等の実施、基本方針の改訂

　多様化する市民ニーズに対応するための課題の発見や、的確に対応できる人材の育成を進め、職務
能力の向上や意識改革に取り組むとともに、職員一人ひとりが人事評価制度を活用し、目的意識を
持って職務を遂行し、組織の中で能力を最大限発揮できる環境づくりを推進します。
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重点改革項目４　組織の活性化と人材育成の推進
推進項目３　人材育成と職員の意識改革

所管課等  総務課、全庁

27年度(現状)

29年度 30年度

・ノー残業デーの推進
推進 推進 推進 推進

・時間外勤務縮減のための意識啓発

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度

29年度 30年度

検討 実施 実施
・研修エントリー制度の導入検討
・内部講師の充実

番号 ④  職員研修の充実

28年度 29年度 30年度

－

実施概要
　職業生活と家庭生活の調和を図るため、時間管理の意識を徹底するとともに、
効率的な業務遂行を推進し、時間外勤務の縮減を図ります。

・職員提案制度の啓発
― 検討 実施 実施

・優秀な提案を政策立案への反映

番号 ⑥  ワーク・ライフ・バランスの推進

所管課等  総務課、全庁

実施概要
　職員の自由な発想や斬新なアイデアを広く求め、優秀な提案を政策立案に反映
する仕組みづくりを検討し、事務事業の見直しの推進を図ります。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度

番号 ⑤  職員提案制度の充実

所管課等  総務課、全庁

実施概要
　自信と誇りを持てる職員研修の充実を図るため、研修体系の見直しを行い。職
員自ら自分に必要な知識を習得するための研修体系を構築します。

取　組　内　容
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重点改革項目５　公営企業、外郭団体等の経営の健全化
推進項目１　水道事業・下水道事業の健全経営の維持

 ①　水道施設の計画的な整備、更新等
 ②　下水道施設の計画的な更新等
 ③　収納率の維持・向上
 ④　上下水道料金の見直し

指　　　　標
下水道使用料

水道料
（現年） （現年） （現年）

99.30% 99.30% 99.40% 99.40%
99.40%99.40%

（現年） （現年）
99.20% 99.30%

実施 実施

取　組　内　容 26年度(現状) 28年度 29年度 30年度

・徴収、滞納整理の強化 実施 実施

実施概要
　公平な負担を確保するため、収納率の維持・向上をめざし、数値目標を設定
し、歳入確保に努めます。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

・下水道長寿命化計画の推進 推進 推進 推進 推進

番号 ③  収納率の維持・向上

所管課等  水道課

実施概要
　下水道施設長寿命化計画等の推進に取組み、管路施設のライフサイクルコスト
の低減化を図ります。

推進 推進 推進 推進・岡谷市水道事業基本計画の推進

番号 ②  下水道施設の計画的な更新等

所管課等  水道課

実施概要
　給水人口の減少予測に対し、安全・安心な水道水を供給するため、配水システ
ムの再構築、水道施設の更新など、計画的に取組み、維持管理経費の節減に努め
ます。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

番号 ①  水道施設の計画的な整備、更新等

所管課等  水道課

 推進内容

 実施項目（４項目）

　水道事業・下水道事業については、地方公営企業の経営の基本原則である公共性と効率性の両面の
観点を踏まえ、料金の適正な見直しの検討など収入の確保に努めるとともに、事務事業の簡素・効率
化、委託化による経費の節減合理化を図り、健全な経営を維持し、財務体質の強化を図ります。

推進項目１　水道事業・下水道事業の健全経営の維持重点改革項目５　公営企業、外郭団体等の経営健全化
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重点改革項目５　公営企業、外郭団体等の経営の健全化
推進項目１　水道事業・下水道事業の健全経営の維持

（水道料金） （下水道使用料）
・上下水道料金の見直し

（下水道使用料）

実施 実施 実施

実施概要
　水道料金及び下水道料金については、適正な原価計算によって３年ごとの見直
しを実施します。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

所管課等  水道課

番号 ④  上下水道料金の見直し
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重点改革項目５　公営企業、外郭団体等の経営健全化
推進項目２　病院事業の経営基盤強化

 ①　病院事業の経営基盤強化

・医師、看護師等の確保対策、収益
確保対策、経費節減対策 など

推進 推進 推進 推進

実施概要

　将来にわたり市民の命と健康を守るため、病院経営の健全化を推進します。
　今後の病院運営を見据えた医療スタッフの確保、収益確保、経費削減等に取り
組み、経営の効率化を図ります。また、平成28年度に新たに策定する「岡谷市病
院改革プラン」により経営改革に総合的に取り組みます。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

番号 ①  病院事業の経営基盤強化

所管課等  岡谷市民病院

 推進内容

 実施項目（１項目）

　岡谷市民病院の開院に伴い、地域医療体制の充実・強化を推進し、引き続き安全・安心のまちづく
りのさらなる向上を図ります。
　また、新たな病院改革プランの策定を予定していることから、公立病院改革の推進に向け、将来に
わたり市民に良質な医療を継続的かつ安定的に提供できるよう経営基盤の強化を図ります。

推進項目２　病院事業の経営基盤強化重点改革項目５　公営企業、外郭団体等の経営健全化
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重点改革項目５　公営企業、外郭団体等の経営健全化
推進項目３　外郭団体等について

 ①　効率的な事業運営の促進
 ②　各種団体の自立促進
 ③　農業委員会組織等の見直し、改革

１４名 ７名程度指　　　　標 農業委員数

・他市町村等の情報収集、検討 ― 検討 実施 実施

実施概要
　農業委員会法の改正により農業委員の公選制の廃止など大きな改革の実施に伴
い、定数削減等の見直しを行います。

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

番号 ③  農業委員会組織等の見直し、改革

所管課等  農業委員会事務局

番号 ①  効率的な事業運営の促進

・事業計画に対する助言、指導

所管課等  全庁

実施概要

　事業実施方法の改善や事業経費の削減などに取り組み、さらに効率的な事業運
営を行うよう関係課において助言、指導を行います。

※市の出資等の比率が25％以上の団体等
（社福）岡谷市社会福祉協議会、（公財）おかや文化振興事業団、（一財）諏訪湖勤労者福祉サー
ビスセンター、（株）やまびこスケートの森　など

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度

推進 推進 推進

 推進内容

 実施項目（３項目）

　外郭団体等の運営にあたっては、自助努力を基本とし、長期的視野に立って、外郭団体等職員の適
正配置、組織の簡素・合理化、効果的、効率的な事業展開や情報公開を促進し、経営の健全化・透明
化を図るよう必要に応じて助言、指導を行います。

重点改革項目５　公営企業、外郭団体等の経営健全化 推進項目３　外郭団体等について

推進

実施概要
　団体の主体的な運営を促すため、市が事務局を担当している各種団体に関する
事務の取扱いの見直しについて検討し、自立を促進します。

番号 ②  各種団体の自立促進

所管課等  全庁

・自立促進のための検討 推進 推進 推進 推進

取　組　内　容 27年度(現状) 28年度 29年度 30年度
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１ 計画の策定経過                              

〔経過一覧〕 

年月日 説  明 

平成 27年 4月 2日 行政管理委員会（岡谷市行政改革推進本部会議）策定方針決定 

平成 27年 9月 25日 部長会議（計画案協議） 

平成 27年 10月 28日 新第１回岡谷市行政改革審議会（委員の委嘱、計画の概要） 

平成 27年 12月 7日 第３回岡谷市行政改革推進本部会議（計画案報告） 

平成 27年 12月 17日 新第２回岡谷市行政改革審議会（計画案諮問・計画案審議） 

平成 27年 12月 17日 

～平成 28年 1月 15日 
計画案公表、市民意見等の募集（パブリックコメント） 

平成 28年 1月 14日 新第３回岡谷市行政改革審議会（計画案審議） 

平成 28年 1月 20日 新第４回岡谷市行政改革審議会（計画案審議） 

平成 28年 1月 27日 新第５回岡谷市行政改革審議会（計画案答申） 

平成 28年 2月 2日 部長会議（計画案答申報告） 

平成 28年 2月 12日 部長会議（計画案協議） 

平成 28年 2月 19日 岡谷市行政改革推進本部会議（計画決定） 

平成 28年 3月 4日 総務委員会（報告） 

 

〔諮問、答申〕 

（１）諮問（平成２７年１２月１７日） 

 

２７企第５７号  

平成２７年１２月１７日  

 岡谷市行政改革審議会 

会 長  西山 周治 様 

岡谷市長 今 井 竜 五  

 

諮 問 書 

 

 岡谷市行政改革審議会条例第２条の規定に基づき、下記のとおり諮問いたします。 

 

記 

 

１ 諮問事項 

  岡谷市行財政改革３か年集中プラン（案）の策定について 
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２ 諮問趣旨 

 本市の「岡谷市行財政改革プラン」は、平成２７年度をもって計画期間が終了いたします

が、今後も、社会経済情勢の変化や多様化する市民ニーズに対応した、市民満足度の高い

市政運営を行うには、新たな視点に立った、より一層の行財政改革の推進が必要となって

います。 

 このため、平成２８年度から平成３０年度までの本市の行財政改革推進の指針となる「新

たな行財政改革プラン」(案)の策定について、諮問するものです。 

 

（２）答申（平成２８年１月２７日） 

 

平成２８年１月２７日 

 

岡谷市長  今 井 竜 五  様 

 

岡谷市行政改革審議会 

会長  西 山 周 治 

 

答 申 書 

 

 平成２７年１２月１７日付で貴職から諮問されました岡谷市行財政改革３か年集中プラ

ン（平成２８年度～平成３０年度）について、岡谷市行政改革審議会にて慎重に審議、検討

を重ね、下記のとおりとりまとめましたので答申いたします。 

なお、審議の過程における当審議会としての付帯意見を別紙のとおり提起しますので、

十分検討され実効性ある行財政改革を推進するよう要望いたします。 

 

記 

 

 岡谷市の行財政改革は、平成１８年度を初年度とする岡谷市行財政改革プランを策定

し、その実施計画に基づき、定員管理による人員削減、民間活力による施設運営の推進、

事務事業の見直しなど、さまざまな改革に取り組まれてきました。 

 しかしながら、岡谷市をとりまく環境は、人口減少、少子高齢化の進展や、これらに

よる地域活力低下の懸念、市税等収入の減少、社会保障に関連した経費の増加等によ

り、一層、厳しさを増しています。一方、市民が行政に寄せる期待は益々大きなものにな

っています。 

 今後の行財政改革では、市税等収入の減少や社会保障に関連した経費の増加等により見込

まれる財源不足に基金を取り崩すことなく対処し、次世代の岡谷市を支える若者たちに大

きな負担を担わせないためにも、今、積極的に官民挙げての行財政改革を断行していかな 

ければならないと考えます。 

 安定的な財政運営のために徹底した事務事業の見直しと、選択と集中によるヒト・モノ・カ

ネといった資源の有効活用への取組が必要です。行政コストの縮減を図ることはもちろん、 
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行財政改革のための具体的な取組を早急に実施し、限られた財源で、市民に真に必要なサー

ビスを確実に提供し、将来にわたって持続させるとともに、夢のあるまちづくりに向けた

行財政基盤を強化するため、行財政改革３か年集中プランの実効性のある推進に努められる

よう要望いたします。 

 諮問されました岡谷市行財政改革３か年集中プランを指針として、市政運営の舵取り役

でもある市長の強いリーダーシップのもと、職員が共通の認識を持ち、市民の理解を求めな

がら、スピード感を持ってこれを実行し、一層の行財政改革を推進されることを期待いたします。 

 

（３）意見・提言まとめ 

１ 総体的事項 

 岡谷市行財政改革３か年集中プランは、次世代を担う若者に負担を負わせないためにも、その

礎となる重要な指針であると考えています。 

 また、多様化する市民ニーズに対応するサービス提供を行うため、時代に即した弾力性の

ある行政財改革が必要であり、量より質の向上に重点を置き、組織や事務事業の見直しを行い、

優先度を見極めながら限られた資源を有効に活用することが求められています。 

 実施計画の推進に当たっては、各年度ごとの具体的な数値目標などの設定や、取組内容の

明確化を図り、目標達成に向け、進捗状況の管理と検証を行うとともに、国、県の動向及び

社会情勢等の変化に適切に対応するため、必要に応じて、目標の設定や取り組む内容を見直

すことも重要と考えます。 

 

２ 歳入確保への取組 

 人口減少や少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少などの影響により市税等が減少することが

見込まれています。財源確保の観点から、市税等収納対策については、さらなる強化によって

引き続き収納率の向上に努めるとともに、使用料等についても適正な受益者負担と公平性の

原則から精査し、適正な負担を求めていくことも重要です。 

 また、新たな財源の創出が必要であり、ふるさと寄附金については、魅力ある返礼品の充実、

クラウドファンディングやネーミングライツの検討など、さまざまな収入対策を進めること

を要望します。 

 

３ 歳出削減への不断の取組 

 改革には痛みが伴うものでありますが、持続的な発展を続けるためにも、行政も市民も痛

みを分かちあい市民全員で協力して乗り切っていくことが必要です。厳しい財政状況の中、

社会環境の変化や多様化する市民ニーズへの対応等により、市が実施する事務事業は増加傾

向にありますが、望まれるすべての事務事業を実施することは極めて困難です。すべての事務

事業について総点検を行い、行政の役割を明確にし、市が守っていくべき事業と削減すべき事

業の見極めを早急に行い、選択と集中により、重要性、優先順位に沿った事業実施が図られ

るよう要望します。 

 今後も、職員が常にコスト意識を持ち、経常的な経費の縮減を図るとともに、効率的、効果的

に事業を推進するよう要望します。 
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４ 公共施設等総合管理計画の推進 

 公共施設の管理については、すべての公共施設の総合的な点検を行い、今後の施設の維持管

理経費等を精査して欲しいと思います。そのうえで、施設の利用状況や必要性等を踏まえ、経費

の縮減や公共施設の統廃合、民間移管等に向けて、慎重かつ大胆に検討することが必要と考

えます。 

 また、管理運営の効率化等に向けた取組をはじめ、行政運営全般にわたりボランティア

団体などの協力が必要であると思います。さまざまな視点から協働のパートナーの発掘・育

成を図り、密接に連携し、市民とともに歩む行政運営の推進を望みます。 

 民間委託等については、市の業務を民間が行うことのメリット・デメリットなどを整理

し、十分検討したうえで、実施されるよう要望します。 

 

５ 組織の活性化と人材育成の推進 

 複雑多様化する市民ニーズに的確に対応し、国、県の制度改正や社会情勢の変化に柔軟に

対応できる体制づくりが必要であり、常に状況の変化を踏まえた組織の見直しを行うことが

重要と考えます。 

 職員数の削減については、定員適正化計画に基づき、積極的に推進してきていますが、正規

職員の削減については、事務事業の見直しなどによるものとし、正規職員の減員の代替とし

て、安易に嘱託・臨時職員を採用するのではなく、業務の見直しを行うことにより、真に必

要とされる部署へのみ適正な配置に努めることが必要です。 

 また、複雑多様化する市民ニーズに対応するためには、職員一人ひとりが常に改革の意識

を持つことが大切であり、さらに質の高い市民サービスを提供できる人材育成に積極的に取

り組むよう要望します。 

 

６ 公営企業、外郭団体等の経営健全化 

 病院事業については、公的医療機関として、また地域の中核的病院としての役割を十分果

たしながら、今後も地域医療の発展に貢献し、市民に信頼される病院づくりに努め、将来に

わたり安定した病院経営をめざすことが重要です。 

 また、任意に設立された団体等でその事務局を行政で担っているものについては、団体等

による自主的な運営を促す対応を望みます。 

 

７ その他 

 実施計画の推進にあたって、「推進」、「検討」事項については、具体的な取組内容や数値

目標などを設け、進捗状況の検証ができるよう取り組むことが不可欠であると考えます。 
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〔名簿〕 

（１）岡谷市行政改革審議会      （敬称略・五十音順） 

役 職 氏 名 

会 長 西山 周治 

副会長 両角 陽子 

委 員 伊藤 和好 

〃 今井 郁乃 

〃 小口 浩史 

〃 小口 裕司 

〃 小坂 美千恵 

〃 小島 勝彦 

〃 篠原 正典 

〃 濱田 恵美子 

〃 藤澤 由見子 

〃 宮坂 敏美 

〃 武藤 雅晃 

〃 矢島  貴 

〃 山岡 龍郎 

 

（２）岡谷市行政改革推進本部             （平成２７年４月１日現在） 

役職名 職  名 氏  名 

本部長 市長 今井 竜五 

副本部長 副市長 中田 富雄 

副本部長 副市長 宮澤  昇 

副本部長 教育長 岩本 博行 

本部員 企画政策部長 小口 明則 

〃 総務部長 小口 道生 

〃 市民環境部長 笠原 和彦 

〃 健康福祉部長 宮澤  順 

〃 産業振興部長 赤沼 喜市 

〃 建設水道部長 河西  稔 

〃 会計管理者 杉本 研一 

〃 教育部長 吉澤 洋人 

〃 教育担当参事 橋爪 哲也 

〃 議会事務局長 原  孝好 

〃 岡谷市民病院事務部長 岩垂 俊男 

〃 企画課長 山岸  徹 

〃 秘書室長 中村 良則 

〃 総務課長 藤澤  正 

〃 財政課長 酒井 吉之 
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２ 関係条例等                                

○岡谷市行政改革審議会条例 

昭和 60年 6月 25日 

条例第 16号 

(設置) 

第１条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進する

ため、岡谷市行政改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(任務) 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じて、岡谷市の行政改革の推進に関する重要事

項を調査審議する。 

(組織) 

第３条 審議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。 

(任期) 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

(会長及び副会長) 

第５条 審議会に、会長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決する

ところによる。 

(庶務) 

第７条 審議会の庶務は、企画政策部企画課が行う。 

(委任) 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

 

   附 則 

 (施行期日) 

 １ この条例は、公布の日から施行する。 
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○岡谷市行政改革推進本部設置要綱 

昭和 60年 4月 25日 

訓令第 9号 

(設置) 

第１条 行政改革の推進を図るため、岡谷市行政改革推進本部(以下「本部」とい

う。)を置く。 

(所掌事項) 

第２条 本部の所掌事項は次のとおりとする。 

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。 

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。 

(組織) 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。 

３ 本部員は、職員のうちから市長が任命する。 

(本部長及び副本部長) 

第４条 本部長は、本部を総括する。 

２ 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。 

(会議) 

第５条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。 

(庶務) 

第６条 本部の庶務は、企画政策部企画課が行う。 

(補則) 

第７条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が

別に定める。 

 

   附 則 

この訓令は、示達の日から施行する。 
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３ 用語解説                                 

 

 

一般会計（P.7掲載） 

 地方公共団体の行政運営の基本的な経費

を網羅して計上した会計。 

 

一般財源（P.7掲載） 

 市税、地方交付税など使途が特定されてい

ない収入。 

 

インフラ長寿命化基本計画（P.10掲載） 

 「経済財政運営と改革の基本方針～脱

デフレ・経済再生～」（平成 25年 6月 14日

閣議決定）における「インフラの老朽化

が急速に進展する中、「新しく造ること」

から「賢く使うこと」への重点化が課題

である。」との認識のもと、平成 25年 11月

に策定。 

 

岡谷市公共施設白書（P.10 掲載） 

 人口、財政状況など市政を取り巻く社会

環境と保有施設の概要、利用状況、維持

管理経費などの実態を取りまとめたもの。

（平成 27年 5月策定） 

 

岡谷市職員人材育成基本方針 

（P.3、実施計画 21掲載） 
 地方自治体を取り巻く社会、経済環境が

大きく変化してきたため、変化に柔軟かつ

弾力的に対応できる職員を育成し、組織

体制を強化することを目的に人材育成基

本方針を平成11年11月に策定。(平成21年

３月改訂) 

基本方針では、長期的かつ総合的な観点

から、職員一人ひとりの持つ可能性や能力

を最大限に引き出すことができるよう、

求められる職員像、行動基準等を明確に

示し、人材育成の方策や推進体制について

定めている。 

 

岡谷市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 まち・ひと・しごと創生法（平成26年法律

第136号）に基づき、国や長野県の人口

ビジョン、総合戦略を勘案し、「岡谷市

まち・ひと・しごと人口ビジョン」を

踏まえ、平成27年度を初年度とする今後

５か年の政策目標や施策の基本的方向、具

体的な施策をまとめたもの。（平成27年12

月策定 計画期間：平成27年度～平成31

年度） 

 

 

外的要因（P.9掲載） 

 平成17年度の既存業務を基本とし、その

後想定しえなかった国の制度改正や市民

ニーズなどへの対応に伴う増員分。 

 

外部評価委員会（P.2掲載） 

 平成18年度より行政内部で行っていた

行政評価を客観性、信頼性を確保するため、

行政評価に市民の視点を取り入れること

を目的として設置。 

 

義務的経費（P.8掲載） 

 地方公共団体の歳出のうち、その支出が

義務づけられ任意に節減できない経費。

（人件費、扶助費、公債費等） 

 

キャップ制（P.8、実施計画11掲載） 

 市債の元金償還額を上限に借入金を抑制す

ること。 

 

行政コスト計算書（P.4掲載） 

 貸借対照表に表示される資産形成以外で、

人的サービスや給付サービスなどの行政

サービスにどれだけのコスト（経費）を

要し、それをどのような収入で賄ったのか

という側面から、市の活動実績に関する

情報を把握するもの。 

 

ア行 

カ行 
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行政評価制度（P.2掲載） 

 民間の経営の考え方を行政経営に取り入れ、

市民ニーズに沿った行政サービスを効果的・

効率的に提供するために、目標を明確に

して事業を行い、事業の終了後のその

成果を評価して改善を検討し、次の計画

に反映させる仕組み。（平成16年度から

事務事業評価、平成18年度から施策評価） 

 

クラウドファンディング（実施計画9掲載） 

 資金調達手法の一つで、不特定多数の人

が通常インターネット経由で他の人々や

組織に財源の提供や協力などを行うことを

指す。 

 

権限移譲（P.9掲載） 

 これまで県で行われてきた許認可などの

事務を市で引き受けること。 

 

公共施設等総合管理計画（P.10、14掲載） 

 インフラ長寿命化基本計画では、インフラ

施設を管理・所管する者として、維持管理

や更新等を着実に推進するための中期的

な取組の方向性を明らかにする計画である

インフラ長寿命化計画（行動計画）を策定

することとされていますが、この行動計画

に該当するものが、公共施設等総合管理

計画であり、総務省から地方公共団体に

対し、速やかに策定するよう要請されて

います。 

 

公債費（P.8掲載） 

 市が銀行などから借り入れた借金の返済

にあてる費用。（地方債の元利償還金及

び一時借入金利子の合算額） 

 

 

 

 

公立病院改革プラン（P.4掲載） 

 病院事業経営の改革に総合的に取り組む

ための計画。（平成21年3月策定 平成21年

度から平成23年度までの３か年計画） 

 

 

財政調整基金（P.1掲載） 

 地方公共団体における年度間の財源の

不均衡を調整するための積立金。災害等

の不測の事態に対応するため、一定の額

が必要とされる。 

 

歳出 

 家計で言えば支出の意味。目的別に分類

すると、土木費・民生費・衛生費・教育

費など。また、同じ支出の内容を使われ

た性質によって分類すると、人件費、物

件費、扶助費などがある。 

 

歳入 

 家計で言えば収入の意味。市税、国庫支出

金、県支出金、地方債、使用料などがある。 

 

サンセット方式（実施計画13掲載） 

 行政の膨張と予算の硬直化を防ぐための

縮減管理の有効な技法として、行政機関

の設置や事業費の計上について終期を設定

する方法。 

 

自治体クラウド（P.3掲載） 

 地方公共団体が情報システムを庁舎内で

保有・管理することに代えて、外部のデ

ータセンターで保有・管理し、通信回線

を経由して利用できるようにする取組。

複数の地方公共団体の情報システムの集約

と共同利用を進めることにより、経費の削

減及び住民サービスの向上等を図るもの。 

 

 

サ行 
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指定管理者制度 

（P.1、3、9、14、実施計画15掲載） 

 従来公共団体等に限られていた公の施設

（福祉・文化・スポーツ施設など）の管理、

運営の委託（管理委託制度）を、地方自

治体が指定する民間事業者を含む法人、

団体に代行させ、民間ノウハウを最大限

に活用することで、より効率的な管理、

運営と利用者サービスの向上を図る制度。 

 

新公会計制度（実施計画11掲載） 

 従来の官庁会計（単式簿記・現金主義会計）

に複式簿記・発生主義会計の考え方を取

り入れた新しい公会計制度。 

 

生産年齢人口（P.6掲載） 

 年齢別人口のうち、労働力の中核となる 15

歳以上 65歳未満の人口のこと。(※年少人

口：15歳未満の人口、老年人口：65歳以上

の人口) 

 

 

第４次岡谷市総合計画（P.11掲載） 

 将来展望のもとに、自主的かつ総合的な

まちづくりを計画的に進めるため、まち

づくりの長期的な目標から具体的な事業

計画までを明らかにするもので、基本構

想、基本計画、実施計画の３つから構成

される。基本構想は、10年後の平成30年

度を目標年次とし、めざすべき将来都市

像と、その実現のための施策の大綱を明

らかにするもの。基本計画は、基本構想

を推進するための取組みの基本方針を明

らかにするもの。実施計画は、計画期間

を3年間とし毎年度見直しを行い、具体的

な事業計画を明らかにするもの。 

 

 

 

地域サポートセンター（P.4掲載） 

 区内の各種団体やボランティアなど多く

の地域住民が集まり、地域の課題に取り

組み、地域の行事や活動などを自主的に

助け合いながら行う地域コミュニティ活動

の拠点。（平成27年度現在 19か所設置） 

 

地方債（P.12掲載） 

 市が財政上必要とする資金調達するため

に負担する債務で、その返済が一会計年度

を越えて行われるもの。いわゆる市の借金。 

 

地方創生 

 人口急減・超高齢化という日本が直面す

る大きな課題に対し、国と地方が一体と

なって取り組み、各地域がそれぞれの特

徴を活かした自律的で持続的な社会を創

生することをめざすこと。 

 

地方分権（実施計画21掲載） 

 地方公共団体が、独自の判断で行政を推

進することができるように、国から地方

に行政権限や事務権限、財源を移すこと。 

平成12年の地方分権一括法施行により、

国と地方公共団体の役割分担や国の関与

のあり方について見直しが行われている。 

 

定員適正化計画（P.1、3、8、9掲載） 

 行政改革の一環として、平成24年３月に

「第５次岡谷市定員適正化計画」を策定

し、平成27年度までに、47名の削減を目

標とした計画。 

 

統合型ＧＩＳ（P.3掲載） 

 地理情報（都市インフラ、建物、防災な

ど）を総合的に管理・加工し、庁内で共

有できる空間データとして整理したもの

を各部署において活用する庁内横断的な

枠組みのシステム。 

タ行 
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投資的経費（P.7掲載） 

 道路、橋りょう、学校等社会資本の整備や

災害復旧事業などに要する経費。 

 

 

ネーミングライツ（実施計画9掲載） 

 文化施設やスポーツ施設に対して、スポ

ンサー企業の社名やブランド名を名称と

して付する権利のこと。 

 

 

バランス・シート（P.4掲載） 

 貸借対照表 

 

扶助費（P.6、7、8、10掲載） 

 高齢者や障がい者等の施設入所や生活保

護などの経費。 

 

普通建設事業費（P.1掲載） 

 道路、橋りょう、学校等公共用又は公共施設

の新増築等の建設事業に要する事業費。 

 

ふるさと寄附金（P.2、13、実施計画9掲載） 

 自分の生まれ故郷や応援したい自治体へ

の寄附金のことであり、個人が2,000円を

超える寄附を行ったとき、一定の上限ま

で、原則所得税・個人住民税から全額が

控除される制度。 

 

 

ワーク・ライフ・バランス 

（実施計画22掲載） 

ワーク（仕事）とライフ（仕事以外の生活）

を調和させ、性別・年齢を問わず、誰も

が働きやすい仕組みや環境をつくること。 

 

 

 

 

ワンストップサービス 

（実施計画16掲載） 

一度の手続きで、必要とする関連作業を

すべて完了させられるように設計された

サービス。特に、様々な行政手続きを

いっぺんに行なえる「ワンストップ行政

サービス」のことを指す場合が多い。 

 

 

 

 

 

ＰＦＩ（実施計画16掲載） 

 Private Finance Initiativeの略。公共

施設等の建設、維持管理、運営等を民間

の資金、経営能力及び技術的能力を活用

して行う手法のこと。 

 

ＰＰＰ（実施計画 16掲載） 

 Public Private Partnershipの略。行政

と民間が連携し、公共サービスの提供を行

う枠組みを伴う事業の計画をすること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ行 

ナ行 

ワ行 

－アルファベット順－ 
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４ 市民意見募集（パブリックコメント）に寄せられた意見           

 

○少子高齢化と低成長の時代、停滞感・閉塞感を感じています。財政が危機的状況になる前

に、痛み（サービス低下）を伴う行財政改革を進め、変化する勇気・チェンジの精神に意を

強くしています。改革は「痛み」を伴うものです。孫・子世代の負担を減らすためにも一刻

も早く現状から脱皮して、強く逞しくしなやかな市政をつくりあげる端緒にしていただける

よう心から期待します。 

 人口減少が続く岡谷ですが、この困難を乗り越え、魅力ある街づくりによってＵターン・

Ｊターン・Ｉターン者を迎え人口が増える状況を作り出していかなければならないと考えま

す。また、人口減少に伴う、市税収入が見込まれない状況で基金を取り崩すことなく「痛

み」を最小限に押さえるために、事業の見直しを早急に取り掛かること、また、老朽化する

公共施設についても見直すところは見直すなど徹底的に無駄をなくすという強い意志・姿勢

で取り組んでいただきたい。 

 

○各重点改革改革項目に対する実施計画にやや具体性が欠ける点があるため、進行管理する

上でも具体的な可視化した指標の設定、目標の設定とそれぞれの裏付けがあるとＰＤＣＡサ

イクルが円滑になると思う。 
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