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岡谷市行財政改革３か年集中プラン実施計画 

～ 平成 29年度取組のまとめ ～ 

 

 平成２９年度は、「新時代を切り拓くための行財政改革集中期間」の２年目として、

行財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実施計画に着手し、平成３０年度末のプラン目標達成に向けて、よ

り一層の行財政改革の推進に取り組んだ。 

 実施計画では、全６２項目中３４項目が行動計画どおり、歳入の確保や経費の削減、

市民サービスの向上をめざした積極的な取組が行われ、７５．８％の進捗率1となった。

そのうち数値目標を掲げている１３項目のうち７項目が目標数値の達成には至らなか

ったが、目標達成にむけ具体的な事業運営を行った。（内訳は下表のとおり） 

 また、当年度の効果額については、歳入確保への取組で「ふるさと寄附金の促進」の

寄附者に対する返礼品を拡充などにより、277,381千円の収入確保、歳出削減への不断の

取組で事業の選択と集中、重点化などを進め、171,132 千円の削減、「公共工事コスト縮

減対策に関する岡谷市行動計画」に基づく公共工事のコスト縮減などで 20,582 千円の削

減、組織の活性化と人材育成の推進等で 24,073 千円の削減となるなど、行財政改革の

推進による成果となった。 

 

岡谷市行財政改革３か年集中プラン（平成 29 年度）実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 進捗率：（完了＋実施－未達成＋推進）／取組項目 

実施計画 実施状況

62 62
完　　了 0 1
実　　施 41 41
（うち未達成） - （7）

推　　進 13 12
検　　討 8 8

- 75.8%

取組項目

進捗率
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●平成２９年度岡谷市行財政改革３か年集中プランの主な取組効果 

 重点改革項目１ 歳入確保への取組 

No. 実施項目 効果額 備考 

1 

市税等収納率の維持・向上 

参考：未収金額の増減額【現年分及び滞納繰越分、（平成 28年度末数値）、前年度との比較】 

・市税         127,917,081円（189,926,752円）△ 62,009,671円 

・国民健康保険税    139,067,095円（154,387,935円）△ 15,320,840円 

・保育料         7,322,005円（  9,182,502円）△  1,860,497円 

・住宅使用料       34,404,626円（ 40,552,692円）△  6,148,066円 

・学童クラブ使用料         185,600円（   478,250円）  △292,650円 

 【合計】        308,896,407円（394,528,131円）△ 85,631,724円 

12 

13 

広告物等への広告事業の推進 

市施設等への広告の掲示 
3,249千円 

H28年度収入額：2,734千円 

（前年比:515千円増） 

14 ふるさと寄附金の促進 244,880千円 
H28年度収入額：236,836千円 

（前年比：8,043千円増） 

17 未利用地の売却等の推進 29,252千円 
売却額  7,742千円 

貸付額 21,510千円 

計 277,381千円 の収入確保 

 重点改革項目２ 歳出削減への不断の取組 

No. 項目 効果額 備考 

20 施策・事業の選択と集中 170,944千円 
臨時福祉給付金事業等の廃止・見直し

等による 

22 公用車両の効率的な運用 188千円 
自転車及び電気自動車の利用によ
る燃料費削減相当額 

計 171,132千円 の削減効果 

 重点改革項目３ 公共施設等総合管理計画の推進 

No. 項目 効果額 備考 

34 ボランティア事業等の推進 182千円 
ボランティア作業時間を人件費に
算出した額 

38 公共施設等維持管理経費の見直し 14,164千円 教員住宅管理運営計画等 14,164千円 

39 公共工事コスト縮減行動計画の推進 6,236千円 公共工事のコスト縮減 

計 20,582千円  の削減効果 

 重点改革項目４ 組織の活性化と人材育成の推進 

No. 項目 効果額 備考 

43 新たな定員適正化計画の推進 13,800千円 
（一般、特会） 

＠6,900千円×△2人 

45 嘱託職員・臨時職員の活用と適正配置 10,273千円 
嘱託職員△4人 

臨時職員△4,439時間 

計 24,073千円 の削減効果 

 重点改革項目５ 公営企業、外郭団体等の経営健全化 

No. 項目 効果額 備考 

59 

病院事業の経営基盤強化 

参考：入院・外来収益【現年分、（平成 28年度末数値）、前年度との比較】 

入院収益     3,777,793,000円（3,727,618,000円） 50,175,000円 

外来収益     1,931,367,000円（1,824,756,000円）106,611,000円 
   



No 実施項目 所管課等 実施概要 平成29年度取組内容

・納税相談
・滞納処分（債権差押による換価及び不動産差押による債務保全）
・滞納整理強化月間（5月・12月）※休日相談窓口（12/29）を開設
・納税困難者への担税能力の把握及び税法に基づいた徴収猶予等の対応
・課税担当との連携による、滞納初期段階での一斉電話催告
・国税局ＯＢ職員を徴収指導員として採用し、滞納処分強化にための研修
や指導
・市報、新聞広告、ホームページ、租税教室による納税啓発（税務課）

・滞納者への直接の催告と徴収
・窓口による随時の納入相談
・累積の催告通知を定期的に実施
・税務課等、他の公金収納部署と連携を図り、滞納者の情報整理、交換
・児童手当からの徴収制度（平成24年2月支給分より）を活用し、申出制に
よる直接徴収（子ども課）

・長野県住宅供給公社に公金収納事務委託（都市計画課）

・電話催告、訪問徴収、送迎時における督促、児童手当との相殺（生涯学
習課）

市税（現年）  数値目標：98.90%　達成状況：99.10%（対目標値：＋0.2%）

 収入未済額 現年  60,449,052円(H28:61,214,598円)〔  　△765,546円〕

　　　　　　滞繰　67,468,029円(H28:128,712,154円)〔△61,244,125円〕

国民健康保険税（現年）  数値目標：95.60%　達成状況：95.10%（対目標値：△0.5%）

 収入未済額 現年 46,672,125円(H28: 47,645,050円)〔 　△972,925円〕

　　　　　　滞繰 92,394,970円(H28:106,742,885円)〔△14,347,915円〕

保育料（現年）  数値目標：99.50%　達成状況：99.52%（対目標値：＋0.02%）

 収入未済額 現年 1,281,760円(H28:1,743,430円)〔　△461,670円〕

　　　　　　滞繰 6,040,245円(H28:7,439,072円)〔△1,398,827円〕

住宅使用料（現年）  数値目標：97.65%　達成状況：98.52%（対目標値：＋0.87%）

 収入未済額 現年  1,447,800円(H28: 2,396,200円)〔  △948,400円〕

　　　　　　滞繰 32,956,826円(H28:38,156,492円)〔△5,199,666円〕

学童ｸﾗﾌﾞ使用料（現年）  数値目標：99.10%　達成状況：99.80%（対目標値：＋0.7%）

 収入未済額 現年  36,500円(H28: 80,350円)〔△ 43,850円〕

　　　　　　滞繰 149,100円(H28:397,900円)〔△248,800円〕

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。

・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及びクレジット納付の実施
　コンビニ納付　H29:29,709件（対H28:+753件）
　クレジット納付　H29:520件（対H28:△6件）

市税納期内納付率  数値目標：86.30%　達成状況：86.54%（対目標値：＋0.24%）

国保税納期内納付率  数値目標：80.89%　達成状況：81.81%（対目標値：＋0.92%）

3
長野県地方税滞
納整理機構の活
用

税務課

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。

・大口、納税意識が欠如した、不動産事案を中心に選定・移管（10件）

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。

・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の周知を行
い申請を促すとともに、補助金を交付することにより、市内企業の新技
術・新製品の開発支援を行った。
・市内企業の新規受注開拓を目的に、首都圏等で開催された工業展示会や
諏訪圏工業メッセに市内企業と共同出展し、特色ある保有技術のPRに努め
た。
・岡谷市中小企業融資制度として、年間を通して融資相談の受付を行い、
市内企業が必要とする事業資金の適正かつ円滑な調達支援を行った。

新規申請件数  数値目標：280件　達成状況：191件（対目標値：△89件）

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。

・企業誘致に関わる企業訪問
・首都圏産業振興活動（中小企業庁への派遣職員との連携）による企業誘
致活動

企業誘致件数  数値目標：10件（H28～H30）〔達成状況：H29年度目標：2件　実績:0件〕

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

4 工業振興課
地域経済活性化
に向けての産業
振興施策の推進

5

納期内納付率の
向上

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。

企業誘致の推進

税務課2

工業振興課

1
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

行財政改革３か年集中プラン実施計画（平成29年度）
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6 工業用地の確保 工業振興課

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。

・現在、取得を検討している企業に対する積極的な誘致活動
・企業誘致に関わる企業訪問
・工業系未利用地や空き工場等の情報収集
・その他、市内企業の増築等の支援：3件（未利用地の活用）

No 実施項目 所管課等 実施概要 平成29年度取組内容

7
使用料・手数料
の見直し

財政課

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。

・平成30年度予算編成に併せて、受益と負担の適正化や公平性等の確保に
向けて、行政サービスコストと料金設定のバランス等を検証した。
・封筒への広告掲載を導入し、歳入確保に向けた取組みを実施した。

8
使用料減免制度
の見直し

財政課
減免基準を見直し、適正な
受益者負担を図ります。

・減免制度は特例的な措置であることを再認識しながら、平成30年度予算
編成に併せて、必要性や効果等の検証を行った。

9
施設等使用料の
見直し

財政課

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。

・平成30年度予算編成に併せて、施設等の運営経費と施設使用料とのバラ
ンスを確認し、受益と負担の適正化、公平性の確保に努めた。

10
第３子以降の保
育料検討

子ども課
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。

・第３子以降の保育料については、子育て支援事業として、市独自の軽減
策を設けているが、子ども・子育て支援新制度に基づき、国による多子世
帯等の保護者負担の軽減策の拡充、長野県による第３子以降の保育料軽減
事業の導入など、子育て世帯に対する経済的支援の拡充が図られてきてい
る。こうした中、本年度は国の制度拡充として、第２階層（市民税非課税
世帯）の第２子以降無料化、市独自の事業として、兄妹の年齢要件（18歳
未満）を撤廃し、第３子以降は90%軽減とするなど、保護者負担の軽減を
図った。

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。

○利用促進活動
・出前講座
・駅前にて啓発活動
・チラシの作成及び配布
・乗降調査（商業観光課）

・統計資料を作成し、評価・分析を行うとともに、より効率的な運行形態
を検討した。
・利用者の実態把握のため、アンケート調査の実施。
・あり方検討の実施（社会福祉課）
（受益者負担目標：30.0%　達成状況：19.7%（対目標値：△10.3%）

シルキーバス：収支割合  数値目標：30.00%　達成状況：25.2%（対目標値：△4.8%）

No 実施項目 所管課等 実施概要 平成29年度取組内容

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。

広告料収入【2,355千円】
　市ホームページ　59枠(月枠）(※年枠4.9枠)（177千円）秘書広報課
　玄関マット及び庁舎案内板　3枠（330千円）総務課
　納税通知書封筒　4枠（140千円）税務課
　がん検診等日程表　12枠（363千円）健康推進課
　介護保険なんでも読本　17枠（340千円）
　ごみ収集カレンダー　6枠（300千円）市民環境課
　ごみ袋紙帯　1枠（150千円）市民環境課
　テクノプラザホームページ　5枠（185千円）工業振興課
　共用封筒　4枠（140千円）会計課
　雑誌スポンサー　12枠（128千円）図書館
　カルチャーセンター封筒　4枠（10千円）生涯学習活動センター
　スポーツ施設玄関マット　2枠（72千円）スポーツ振興課
　ブランド推進室封筒　4枠（20千円）ブランド推進室

掲載枠への広告主数  数値目標：56枠　達成状況：59枠（対目標値：＋3枠）

地域公共交通の
構築

商業観光課
社会福祉課
企画課

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

12
広報物等への広
告事業の推進

秘書広報課
総務課
税務課
健康推進課
介護福祉課
市民環境課
工業振興課
商業観光課
会計課
図書館
生涯学習活
動センター

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

11
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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。

広告料収入【894千円】
　公用車　20枠（462千円）財政課
　シルキーバス　5枠（171千円）商業観光課
　旧林家住宅　1枠（72千円）生涯学習課
　スポーツ施設　4枠（48千円）スポーツ振興課
  子育て施設等広告印刷物備置　28枠（141千円）子ども課

掲載枠への広告主数  数値目標：31枠　達成状況：30枠（対目標値：△1枠）

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。

・返礼品を随時拡充
・「ふるさと寄付金」のPR
　ふるさと納税の申込が年末に向けて増加することを踏まえ、返礼品のカ
タログのリニューアルを行い、より効果的なPRと寄附促進を図った。ま
た、市内公共施設や宿泊施設をはじめ、諏訪地域内の宿泊施設やサービス
エリアなどへ返礼品カタログを配架実施した。
〔寄附件数 H29:2,617件（対H28:△30件〕

寄附金額  数値目標：100,000千円　達成状況：244,880千円（対目標値：＋144,880千円）

15
クラウドファン
ディング導入の
検討

企画課

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。

・「ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディング」の活用事例や
先進自治体の取組状況を踏まえ、平成30年度予算要求において、「ふるさ
と納税型クラウドファンディング事業」として予算要求を行った。

16
ネーミングライ
ツの導入

企画課

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。

・市の財政が厳しい中、財源確保に向けた一つの手法としては意義がある
ことから、引き続き市有施設への導入に関して、他市町村担当者や業者か
ら聞き取り状況把握したほか、新たな募集方法などについて、県内外を問
わず情報収集に努めた。

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。

・土地売却の実施　13件　土地払下面積　355.25㎡
　収入額　7,742千円（H28：22,184千円）
・普通財産貸付収入　21,510千円（H28：17,528千円）　件数　66件

前年度比  数値目標：5%　達成状況：△26.3%（前年度比：10,459千円の減）

No 実施項目 所管課等 実施概要 平成29年度取組内容

18
行政評価システ
ムの活用

企画課

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。

・事務事業評価
　28年度に実施した292件すべての事業を事後評価し、全件公表した。
・施策評価
　事務事業評価とともに、41施策を事後評価し、全件公表した。
・外部評価
　外部評価委員会により、第４次岡谷市総合計画　基本目標5（都市整備分
野）の3政策の中から5事業を選定し評価した。
・行政評価結果総括
　事務事業評価、施策評価の結果を公表するとともに、施策立案等の参考
とした。

19
事務事業の整
理、統合

企画課

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。

・各課により事務事業評価、施策評価を活用して事務事業の整理統合をし
た。
　平成28年度事務事業評価件数　292件
（前年度比+4件：新規+7件、指定管理から事務事業へ変更+1件、完了△2
件、廃止△1件、統合+1件）
・予算編成や定数管理等において、外部評価報告書を参考とした。

20
施策・事業の選
択と集中

企画課
財政課

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。

○2018(平成30）年度から2020年度までの実施計画策定に合わせて、施策及
び事業の選択と集中を進め、市民サービスのさらなる向上と安定した行財
政運営の推進を図った。（企画課）
・根幹計画の策定（投資的事業10ヵ年計画）
　今後10年間で必要となる財源を把握するため、根幹計画を策定した。
・予算編成及び実施計画の策定
　投資的事業等について、限られた財源を効果的に配分することを念頭に
置き、予算編成及び2018(平成30）年度から2020年度までの実施計画を策定
した。〔平成29年度：廃止事業 6件、縮小事業：2件 △170,944千円（対
H29H30当初予算）〕
○平成30年度予算編成にあたり、事務事業評価等の活用により事務事業の
見直しを進めたほか、将来にわたり安定した行政サービスを提供するため
の財政基盤の確立に向けて、事業の選択と集中、重点化等を進めるなど、
効率的効果的な財源配分に努めた。（財政課）

13
市施設等への広
告の掲示

財政課
商業観光課
生涯学習課
スポーツ振
興課
子ども課

14
ふるさと寄附金
（ふるさと納
税）の促進

企画課

17
未利用地の売却
等の推進

財政課

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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21
キャップ制の徹
底

財政課

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。

・多くの公共施設が更新時期を迎えるなか、社会保障関係経費の増加によ
り財政運営が厳しさを増していることから、公債費負担の影響を考慮し、
借入にあたっては事業内容の適正化と実施時期の検証を進めるなど、必要
最小限の借入となるよう見当を行った。
　平成29年度　元金償還額：2,426,861千円　借入額：1,385,200千円

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。

・片道２km未満の市内出張は、電動アシスト付自転車・バイク等の使用を
原則とし、活用については庁内通知等を行うなど職員の意識改革を図っ
た。また、市内出張で1人利用の場合は、可能な限り小型ＥＶ車を活用する
など、公用車両の効率的な運用に努めた。
小型ＥＶ車（総走行距離：3,997キロ、削減燃料：約666ℓ、１回の平均利用
距離：7.9キロ/回）
バイク（総走行距離：2,815キロ、１回の平均利用距離7.7キロ/回）
自転車（総走行距離3,500キロ、削減CO2：約560ｔ、１回の平均利用距離
2.3キロ/回）
〔燃料費削減相当額：188千円〕

小型ＥＶ車利用回数  数値目標：620回　達成状況：508回（対目標値：△112回）

原付公用バイク利用回数  数値目標：550回　達成状況：365回（対目標値：△185回）

公用自転車利用回数  数値目標：2,350回　達成状況：1,511回（対目標値：△839回）

23
新公会計制度へ
の取組

財政課

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。

　統一的な基準による財務諸表において必要となる固定資産台帳の整備を
進めたほか、財務諸表作成システムの運用により、統一的な基準による財
務諸表（平成28年度決算）を作成した。

24
マイナンバー制
度を活用した
サービスの実施

企画課

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。

・｢マイナポータル｣による｢子育てワンストップサービス｣の運用開始や、
情報連携の運用開始に向け、関係各課との調整を行った。
・情報セキュリティ技術や個人情報の取扱いに関する専門知識とノウハウ
をはじめ、関係する最新の一般知識の習得及び意識レベルの向上を図るた
めの｢ｅラーニングによる情報セキュリティ研修｣の実施について、関係各
課との調整を行った。
・平成29年7月　マイナポータル試行運用開始
・平成29年11月　マイナンバー制度における情報連携本格運用開始（企画
課）

25

情報システムの
近隣市町村との
共同化の検討及
び推進

秘書広報課

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。

・諏訪地域行政情報化推進委員会及びシステム管理担当者会等において、
各種情報システムの共同化について検討を行い、6市町村共同で次の改修等
を行った。
　社会保障・税番号制度に伴うシステム改修、マイナンバーカード等への
旧氏併記に係るシステム改修
・｢マイナンバー制度を活用した子育てワンストップサービスの活用｣が運
用開始し、長野県自治振興組合主体で既に共同運用が行われている電子申
請ながのを利用した手続きを新たに運用した。

26
イベント、各種
講座など事業の
あり方の見直し

健康推進課
スポーツ振
興課

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。

・スポーツ大会、教室：（公財）岡谷市体育協会へ委託
・各種スケート教室等：㈱やまびこスケートの森へ委託
＊見直しを行ったイベント等：スポーツ教室（種目）・スケート教室（回
数・定員）など（スポーツ振興課）
・「岡谷市健康づくりのつどい」に替えて、長野県主催の｢信州生活習慣予
防セミナー２０１７｣を共催で開催し、がん検診を受診することで、がんの
早期発見、早期治療の大切さを周知することができた。

No 実施項目 所管課等 実施概要 平成29年度取組内容

27
補助金・負担金
の見直し

財政課

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。

・平成30年度予算編成にあたり、補助金等の適正化や有効性を検証すると
とともに、助成団体の活動内容や財務状況等を確認するなど、補助金の効
率的・効果的な運用と抑制に努めた。

28
サンセット方式
の徹底

財政課

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。

・平成30年度より新設した補助金については、補助制限3年、補助率は事業
費の1/2以内とし、既存補助金との公平性を確保した。
　このほか、制度開始から3年が経過した補助金等については、これまでの
効果等を検証した上で、より効果的な制度への見直しを行うこととした。

22
公用車両の効率
的な運用

財政課

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
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No 実施項目 所管課等 実施概要 平成29年度取組内容

29

総合管理計画に
基づく個別施設
計画の策定（公
共施設）

公共施設総
合管理室
教育総務課

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。

・保健福祉施設の個別施設計画を定めたほか、個別施設計画の策定支援を
行った。また、職員向けに個別施設計画策定及び公共施設の維持保全管理
方針についての説明会を行った。
・広報おかや９月号に特集記事を掲載
・学校、保育園、病院を除く20施設に、公共施設等総合管理計画、公共施
設白書、意見箱を設置し意見収集を行った。
・庁内会議を随時開催した。（企画課）
・岡谷市魅力と活力ある学校づくり推進プランの策定を行った。
　岡谷市の学校教育の現状と課題の把握整理、ソフト整備、ハード整備の
重点項目ごとの推進施策の内容検討など
・教員住宅管理運営計画の見直し
　教員住宅における現状と課題の把握整理、維持管理経費の状況、計画期
間、基本方針、各種収支計画の検討など（教育総務課）

30

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）

公共施設総
合管理室
土木課

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。

・上記No.29と同様（公共施設総合管理室）
・道路法の改正に伴い義務付けされた橋梁点検を実施。
・橋梁長寿命化修繕計画に基づき、原沢第三橋梁、後田沢第四橋、大川間
下高沢中橋の修繕工事を実施。
・平成30年度橋梁修繕工事計画である、大橋の補修設計を実施。（土木
課）

No 実施項目 所管課等 実施概要 平成29年度取組内容

31
指定管理者制度
の導入の推進

企画課

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。

○指定管理者制度の導入検討
・既存施設の管理運営について、事務事業評価を有効に活用するととも
に、事務の進捗状況を勘案しながら、予算と並行し検討を進めた。

32
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

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。

○モニタリングの適正な実施
・岡谷市指定管理者制度に関するガイドラインに基づき、月次等報告書の
提出による確認や現地調査を行うなど、モニタリングを適正に実施し、改
善点等がある場合は、早期に改善するため対応を指示した。
○第三者モニタリングの実施
・岡谷市公の施設指定管理者選定等審議会により、第三者モニタリングを
実施するとともに報告書に基づき、指定管理者への改善指示や新年度予算
編成への対応した。（企画課）
・良好で円滑な公園施設管理の推進と、施設利用者へのサービス向上のた
め、指定管理者と毎月モニタリングを実施するとともに、事業年度毎に適
正管理に関する調査を行った。（土木課）

33
保育園整備計画
の推進

子ども課

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。

・保育園整備計画の前期計画で予定している、東堀保育園及び西堀保育園
の計画的な整備を推進するための取組みを行った。
東掘保育園については、保育園の民営化、移管法人による施設整備を推進
した。運営移管に伴い、市立東掘保育園は3月31日をもって廃止し、市内初
の幼保連携型認定こども園｢信学会東堀保育園｣が認可となった。
西堀保育園については、公設公営により整備を進めるため、敷地測量を実
施したほか、事業実施に向けた庁内検討を進め、西堀区との協議を行っ
た。

34
ボランティア事
業等の推進

図書館

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。

・一般業務ボランティア
　参加者数：40人、78時間
 　効果額：64千円
・読み聞かせボランティア（おはなしの森）
　参加者：延べ107人、103時間
 　効果額：103千円
・子どもゆめ基金の活用　助成金127千円
・朗読の会まどか、｢大人のための朗読会｣

35
ＰＰＰ・ＰＦＩ
事業の活用

企画課

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。

・総務省から発出された、公共施設等総合管理計画の策定の指針に基づ
き、公共施設等総合管理計画を策定したが、国指針にも示されているとお
り、PPP/PFIの導入活用が明記されていることも受け、本計画においても織
り込み、計画策定した。
　あわせて、施設整備等の際、導入検討できるよう、国や他の自治体等の
動向に注視するとともに、研修会に参加するなど情報収集に努めた。

36

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

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。

　平成28年度より設置した、窓口の番号札制・職員によるコンシェルジュ
を引き続き実施した。番号札制について、さらなるサービス充実と事務の
効率化を図るため、モニターによる窓口表示システムの導入を検討し、平
成30年度から設置することとした。また、総合窓口に関する先進事例の情
報収集を行った。

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
　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。

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
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37
窓口業務等の民
間委託の検討

企画課

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。

・先進地の情報収集を行った。
・№36「総合窓口の推進による「ワンストップサービス」の検討」と同様
に、総務省から「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項」が発出
されていることを受け、民間委託の推進や総合窓口の導入について、先進
地事例を参考に検討した。あわせて、業者からの聞き取り調査を実施し
た。

38
公共施設等維持
管理経費の見直
し

企画課
総務課
農林水産課
指定管理者
施設所管課

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。

・評価及び報告書の活用（指定管理者制度導入施設、事務事業評価）（企
画課）
・岡谷市役所環境保全の率先実行計画Ⅴに則り電気、燃料等の使用量削減
を図った。
・ノー残業デー、ライトダウンデー等の徹底、空調の適正管理
・エレベーターの使用制限（東側エレベーター1台休止）
・電力自由化に伴い、㈱エネットと電力の供給に関する契約を締結し新電
力への切替を行った。（電気使用料　H29:13,041,754円　対前年度費▲
1,187,824円）※ESP手数料　627,587円を加算すると　▲560,237円）（総
務課）
・施設管理にかかる経費の内容を検証し縮減に努める。（健康推進課）
・農業用用水ポンプ（142号BPポンプ）常現寺水系を冬季停止とした。（農
林水産課）
・教員住宅管理運営計画に基づき、処分予定敷地の測量、境界立会等を実
施し、公募等による売却処分を行った。
・教員住宅管理運営計画に基づく売却
　富士見ヶ丘教員住宅60・61（2戸） 売却額：4,062,360円
　学ヶ丘教員住宅72・73(2戸）　9,898,000円（教育総務課）

39
公共工事コスト
縮減行動計画の
推進

都市計画課
土木課

「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。

・諏訪湖ハイツの外壁・勾配屋根・防水工事において、仕様等を十分考慮
したうえで合理的な設計を行い、広い範囲で施行した。（都市計画課）
　帯コンクリートの施工工事費削減（約1,236ｍ×5千円＝約6,180千円）
　グレーチング工事削減（56千円）（土木課）

40
公園の適切な維
持管理

土木課

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。

・都市公園長寿命化計画に基づき、計画的な改築、更新のために施設の更
新工事を行った。
・鳥居平やまびこ公園管理事務所屋根及び渓流ひろばポンプ小屋更新工事
を行った。

41
岡谷駅前出張所
の見直し

市民環境課

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。

・市民環境課としての業務のほか、庁内の総合的な業務（税証明、使用料
などの各種料金の収納など）を担っていることから、あり方について市民
環境課の単独判断は困難なことから、各々検証が必要である。

No 実施項目 所管課等 実施概要 平成29年度取組内容

42
組織機構の適正
化

企画課

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。

○組織見直し案作成
・平成30年度組織改正に向けた案を作成し、議論、検討を深めた。
○ヒアリングの実施
・各課で抱える課題等を把握するため、事前調査を実施し、その資料に基
づきヒアリングを行った。

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。

○一般会計、特別会計等職員数
・2人削減（H28-H29比較　415人→413人）
（内訳）組織機構見直し：△3人 業務増：+2人 事務事業見直し：△1人
　業務減：△1人 派遣の開始：+1人
○公営企業会計（予算定数 450人）
・4人削減（H28-H29比較　450人→446人）
（内訳）病院組織機構の見直し△1人 医療技術員の充実+6人　医師△1人
　　　　看護師△5人、労務員△2人
・水道事業業務の見直し△1人
・№42｢組織機構の適正化｣とあわせて実施、第６次定員適正化計画の推進
（総務課）

計画に基づく職員数  410人（対目標値：＋3人）

44
給与水準の適正
化

総務課

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。

・人事院勧告を勘案し、官民格差等に基づく給与水準の改定として、月例
給、特別給が共に民間給与を下回っているとの勧告であったことから、本
市においても給料及び勤勉手当の見直しを行ったほか、扶養手当の改正を
行った。また、人事院が行った定職手当の給与水準の官民比較において、
公務が民間を上回っていたことから、国家公務員の退職手当の見直しに準
じ、退職手当の支給水準の引き下げを行った。

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

43
新たな定員適正
化計画の推進

企画課
総務課
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45
嘱託職員・臨時
職員の活用と適
正配置

企画課
総務課

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。

○一般会計、特別会計等（前年当初予算比）
・嘱託職員　130人（28-29対比：△4人）
 （内訳）事務事業見直し：△4人
・臨時職員　443,358時間（28-29対比：△4,439時間）
（内訳）業務の増加：6,920時間 業務終了：△4,382時間
  事務事業見直し：△6,990時間　その他：14時間
○公営企業会計（水道事業会計）
・嘱託職員　3人（28-29対比：+2人）
・臨時職員　3,105時間（28-29対比：±0時間）
（理由）水道及び下水道事業における事務事業の見直し（企画課）
・嘱託・臨時職員についても、人事評価による任用の更新、評定結果の単
価への反映、正規職員の給与改定に伴う報酬・賃金の改定を実施するな
ど、適正な処遇改善に努めた。（総務課）

No 実施項目 所管課等 実施概要 平成29年度取組内容

46
組織内部のマネ
ジメント機能の
強化

企画課

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。

・マネジメント機能強化に向けた、先進地取組事例等の情報収集のほか、
既存事務事業を活用して、マネジメント機能強化に向けた取組の検討を
行った。

47

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

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。

・他の自治体においてもマネージメントチームについて検討をしていると
ころはあるが、実際には運用することが難しいとの問題点もあり、更に検
討を深めることとした。

48
職場風土改革の
推進

総務課

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。

・人事評価の面談を徹底することにより対話の機会を増やすとともに、研
修の中で面談の実践練習をし、お互いに気づかう人間関係が必要であるこ
とを認識することで、風通しのよい職場風土改革の推進をした。

No 実施項目 所管課等 実施概要 平成29年度取組内容

49
岡谷市職員人材
育成基本方針の
推進

総務課

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。

・人材育成基本方針の中に、人事評価制度も含め計画見直しを予定してお
り、一人ひとりが目的意識を持って職務を遂行するよう、人事評価の中で
目標管理の徹底を図った。

50
地方分権時代に
即した人材の確
保

総務課

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。

・有能な人材を確保するため、引き続き面接とエントリーシートを中心と
した人物重視の試験を実施した。また、業務や職員配置、年齢構成の状況
等を考慮し、専門職や一般行政職のうち資格が必要な職においては、社会
人や任期付職員の募集を行った。

51
人事評価制度の
活用

総務課

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。

・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できるよう、人事評価制度の見直しを行
なった。

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

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
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52 職員研修の充実 総務課

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。

・職員が、自分自身のスキルや知識などを習得するために、必要な研修を
自らが計画をし研修メニューから選択できるよう階層別研修の一部を見直
した。また、政策の企画立案や政策運営に必要な取組みを習得するため、
年間をとおしてキャリアアップ研修を実施した。

53
職員提案制度の
充実

総務課

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。

・職員提案制度の充実のために、職員提案審査委員会において次年度より
各課１個以上の提案を出してもらうよう決定をした。
　提案件数：64件

54
ワーク・ライ
フ・バランスの
推進

総務課

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。

・特定事業主行動計画の取組みを推進し、積極的な休暇の取得・男性の育
児参加など、バランスの取れた職業生活と家庭生活の両立を図るととも
に、各職場において、所属長を中心とした計画的な業務の遂行を推進し、
ノー残業デー、ライトダウンデーの徹底により、職員負担の軽減と時間外
勤務の縮減に努めた。
　また、新たな取り組みとなるプレミアムフライデーについては、月末の
週末における家庭生活の充実と消費の喚起に向けた周知を行った。

No 実施項目 所管課等 実施概要 平成29年度取組内容

55
水道施設の計画
的な整備、更新
等

水道課

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。

・岡谷市水道事業基本計画に基づき、老朽化が進んでいる水道施設の統廃
合など施設整備を実施し、送・配水管基本設計、各水源の能力把握、耐震
診断、設計、用地業務委託などを行った。
　小井川水系送配水管基本設計業務 7,657千円　内山水源井戸調整業務
3,024千円　花岡水源耐震診断業務　28,728千円　間下減圧槽築造詳細設計
業務　9,820千円　間下減圧槽築造工事　47,164千円など

56
下水道施設の計
画的な更新等

水道課

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。

・ストックマネジメント基本計画策定
・下水道修繕改築計画策定
・下水道管路点検・調査業務　469基ほか
　管口カメラ調査口、広角展開カメラ調査、ＴＶカメラ調査工

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。

・未納者に対し督促状、催告書により納付催告
・コンビニ納付の支払期限の見直し
・文書及び電話による催告を実施、訪問徴収
・納付相談や随時訪問により分納の相談、分納計画による納付及び支払誓
約書の提出促進
・4、5月は前年度1件未納者に対し支払催告を行い現年度収納率の向上に努
めた。
・8、12、3月を「滞納整理強化月間」とし、主として現年度1件未納者に対
し、課内全員で電話・訪問による支払催告の実施
・給水条例等に基づき給水停止処分を実施し未納者との折衝
・大口滞納者に対し誓約書の見直しと再誓約による未納額の解消
・長期口座振替不能者に対し口座振替を一時中断し、納付書送付として早
期納付を促した
（予告通知：1,469件、停止通知：550件、給水停止執行：66件）
・交付要求（1件）による債権回収

水道料（現年）  数値目標：99.40%　達成状況：99.40%（対目標値：±0%）

下水道使用料（現年）  数値目標：99.40%　達成状況：99.40%（対目標値：±0%）

58
上下水道料金の
見直し

水道課

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。

・上下水道事業とも料金見直しを行う年度ではなかったものの、平成29年
度事業である経営戦略を策定する中で、水道事業では基本計画、下水道事
業ではストックマネジメント計画、耐震化計画などの中長期整備計画をも
とに、投資試算の将来予測を行い、健全経営維持のための適切な料金水準
について研究した。

57
収納率の維持・
向上

水道課

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１　水道事業・下水道事業の健全経営の維持
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No 実施項目 所管課等 実施概要 平成29年度取組内容

59
病院事業の経営
基盤強化

庶務課

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。

○急性期医療の推進
・一般急性期病床７対１の維持に努め、病床管理を実施
・診療体制の充実に伴い、手術数の増加＋335件(H28 1,444件）
○人材確保と人材育成
・「整形外科」の常勤医師1名の確保（3人→4人）
・理学療法士等の増員確保
・各種研修の実施
・初期研修医の受入れ
○健全経営の確保
・岡谷市病院改革プランの策定
　入院収益：＋50,175千円（H28 3,727千円）
　外来収益：＋106,611千円（H28　1,824千円）

No 実施項目 所管課等 実施概要 平成29年度取組内容

60
効率的な事業運
営の促進

企画課
社会福祉課

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。

○㈱やまびこスケートの森（企画課）
〔目標：黒字体質の継続と累積損失の解消（第25期：当期純利益18,521千
円）〕
・経営会議、経営改善会議等へ出席し、会社の経営状況の把握
・月次報告の提出を受け、部門ごとの経営状況の確認作業を実施するとと
もに、早期対応が必要な改善事項については、直ちに取組み内容の検討を
行うなど経営改善に向けた助言・指導
○公益財団法人 おかや文化振興事業団（企画課）
・理事会，評議員会に出席し、事業内容や経営状況の把握
・効率的な運営に向けて、随時、助言・指導
・正味財産増減額：3,182,595円
○社会福祉法人　岡谷市社会福祉協議会（社会福祉課）
・各種事業について、助言や指導を行い地域福祉の推進を図った。また、
社会福祉充実計画に基づき、職員の体制強化・育成を図るなど資質向上の
ため各種研修会を開催した。

61
各種団体の自立
促進

スポーツ振
興課

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。

・長野県エースドッジボール協会の事務局自立について、理解が得られる
よう話し合いを行った。

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

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
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