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岡谷市行財政改革プラン実施計画（中期 3ヵ年） 

～平成２３年度取り組みのまとめ～ 

 

 平成２３年度は、岡谷市行財政改革プラン中期実施計画（平成２１～２３年度）の  

最終年として、全項目において実施・完了を目指し、職員一丸となってより一層の行財

政改革の推進に取り組んだ。 

 当年度は、５８項目の実施計画に対して、「（３６）定員適正化計画の推進」で目標

値を達成するなど５２項目を実施し、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り組みが行われた。しかし、このうち「（１）市税等収納率の向上」

（国民健康保険税収納率）、「（６）使用料等収納率の向上」（住宅使用料収納率）な

ど３項目が目標数値に至らず未達成となった。 

 未実施となった６項目については、国の制度の見極めや経済情勢、費用対効果などの

面から前年度に引続き検討にとどまった。 

 この結果、中期実施計画における達成率は８５．５％となった。 

 また、当年度の効果額については、歳入確保のための取組項目で 48,324 千円の収入

確保、歳出の削減に向けた取組項目で 14,927 千円の削減、簡素で効率的な行政運営項

目で 59,859 千円の削減となり、行財政改革の推進による成果となった。 

 平成２４年度の行動計画における取り組みについては、行財政改革プランの最終計画

期間となる長期実施計画の初年度となることから、職員が共通認識のもと更なる行財政

改革の推進に取り組むものである。 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（未達成 4.9%） 

 

～岡谷市行財政改革プラン中期実施計画（H21-23）実施状況～ 

実施計画 実施状況

62 62

完　　了 4 4
(うち前年度ま

での完了数）
(4) (4)

実　　施 52
（うち未達成） (3)

推　　進 0 0

検　　討 0 6

85.5%

取組項目

58

達成率



①歳入確保のための取り組み

H21 H22 H23

市税、保育料、住宅使
用料

―――
未収金額の増減額

・収納率の向上 （未達成）
（対前年度比）

・滞納整理の強化
内訳　H21▲15,030,495円（市税）

H22▲33,390,241円（市税）
H23▲65,029,189円（市税）

・納付環境の整備など
から

H21 ▲2,014,430円（保育）
H22 ▲2,186,808円（保育）
H23　 ▲926,470円（保育）
H21 　2,451,276円（住宅）
H22 　1,347,039円（住宅）
H23 ▲129,999千円（住宅）

7-8
使用料、手数料の見直
し

338千円 ▲890千円 - ▲552千円
H21　建築確認手数料　対前年比
H22　全面見直しによるH23予算比
H23　昨年の見直し結果を施策へ反映

9
家庭系ごみ処理の有料
化

18,622千円 81,576千円 - 100,198千円
H21　有料化前の証書シール事前購入額
H22　廃棄物処理手数料対前年度比

広報おかや等への公告掲載

市施設への公告掲示

H21　売却額39,908千円
H22　売却額22,442千円
H23　売却額22,862千円
H21　貸付額37,500千円
H22　貸付額37,254千円
H23  貸付額16,727千円

17 ふるさと納税の推進 2,082千円 3,409千円 6,761千円 12,252千円 H21～H23　決算額

101,274千円 146,011千円 48,324千円 295,609千円

②歳出削減に向けた取り組み

H21 H22 H23

21
公共工事コスト縮減行動
計画の推進

2,560千円 3,320千円 2,730千円 8,610千円
H21　経費縮減額（プラン報告）
H22　　　〃

24
補助金負担金の全面見直
し

5,389千円 - - 5,389千円 H21　対前年比

27
各種体育施設の指定管理
者制度の導入の検討

7,119千円 - - 7,119千円 （18-20決算平均）－21決算額

28 公共施設のあり方検討 798千円 - - 798千円 H21　射撃場民営化による管理費皆減

31
教員住宅管理運営計画の
推進

11,590千円 5,288千円 11,830千円 28,708千円
教員住宅売却額を起債の償還に充当し、
一般財源等の歳出を抑制している

32
図書館業務等におけるボ
ランティアの活用

386千円 266千円 367千円 1,019千円
ボランティ作業時間を人件費に算出した
額

27,842千円 8,874千円 14,927千円 36,716千円

③簡素で効率的な財政運営

H21 H22 H23

36 定員適正化計画の推進 296,700千円 317,400千円 124,200千円 738,300千円
H21　＠690万円×▲43人(一般11企業32)
H22　＠690万円×▲46人(一般0 企業46)
H23　＠690万円×▲12人(一般3 企業15)

37
嘱託職員及び臨時職員の
適正配置

5,359千円 ▲131千円 ▲64,341千円 ▲59,113千円

H21　嘱託▲7,757千円
　　 臨時　2,398千円
H22　嘱託▲1,939千円
　　 臨時　2,070千円
H23　嘱託 23,625千円
　　 臨時 40,716千円
※対前年度予算比
※左表は削減効果額を＋表示してあります。

302,059千円 317,269千円 59,859千円 679,187千円計

計

2,824千円

77,408千円

計

39,589千円

Ｎｏ 項目
効果額

16

13-14

合計

0千円

2,220千円

Ｎｏ

1-6

7,018千円

176,693千円

効果額

備考

普通財産の活用
（N0.31の教員住宅の売
却額含む）

59,696千円

H21～23　決算額1,974千円

備考項目

合計 備考

Ｎｏ 項目
効果額

合計



行財政改革プラン中期実施計画（H21-23）の取組状況（詳細）

１  歳入確保のための取り組み

項目 取組内容 関係課 H21年度実施内容 H22年度実施内容 H23年度実施内容

自主財源の確保と負担の公
平性の観点から、納付の履
行と効果的な滞納整理等を
行い収納率の維持向上を図
ります。

・滞納整理強化月間（年3回）
・国保税滞納者対応（来庁相談及び納税指導）
・悪質滞納者対応（債権、動産、不動産の差押および公売）

・納税困難者に対する実態調査
・国税局ＯＢ職員を採用し、滞納処分の強化
・嘱託徴収員による市内全域の訪問納付催告
・市報、新聞広告、ホームページ、租税教室により納税啓
　発ＰＲ

・滞納整理強化月間（年3回）
・国保税滞納者対応（来庁相談及び納税指導）
・悪質滞納者対応(債権、動産、不動産の差押および公売)
・納税困難者に対する実態調査
・国税局ＯＢ職員を採用し、滞納処分の強化
・嘱託徴収員による市内全域の訪問納付催告
・市報、新聞広告、ホームページ、租税教室により納税啓
　発ＰＲ

・滞納整理強化月間（年2回）
・国保税滞納者対応（来庁相談及び納税指導）
・悪質滞納者対応(債権、動産、不動産の差押および公売)
・納税困難者に対する実態調査、担税能力の把握による徴
　収猶予等の対応
・国税局ＯＢ職員を採用し、滞納処分の強化
・市報、新聞広告、ホームページ、租税教室により納税啓
　発ＰＲ

市税収納率 現年分　98.0%（目標：98.2%） 現年分 98.1%　(目標：98.3%) 現年分 98.6%　(目標：98.4%)

国民健康保険税収納率 現年分　92.1%（目標：94.5%） 現年分 93.1%　(目標：94.6%) 現年分 94.3%　(目標：94.7%)

2
滞納整理の
強化

電話による納付催告、夜
間・休日訪問徴収等を集中
的に行います。また、滞納
処分を強化し滞納額の縮減
を図り、税負担の公平性を
確保します。

税務課

滞納整理強化月間を年3回（5・9・12月）実施
・夜間、休日納税相談窓口を開設
・上記No.1と同様
・収入未済額の減尐▲15,030,495円（対20年度決算）

滞納整理強化月間を年3回（5・9・12月）実施
・夜間、休日納税相談窓口を開設
・保険証交付時に納税相談実施
・上記No.1と同様
・収入未済額の減尐▲33,390,241円（対21年度決算）

滞納整理強化月間を年2回（5・12月）実施
・夜間、休日納税相談窓口を開設
・上記No.1と同様
・収入未済額の減尐▲65,029,189円（対22年度決算）

3
納付環境の
整備

納税者の利便性向上と期限
内納付の率を向上させるた
め、従来から進めている口
座振替に加え、コンビニエ
ンスストアでの納入環境を
整えます。

税務課
コンビニ収納の導入実施。
・納付状況：12,591件　151,130,800円

コンビニ収納の実施。
・納付状況：16,417件　190,875,655円
・督促状の取扱開始

コンビニ収納の実施。
・納付状況：19,744件　229,738,287円
・納付書及び督促状取扱

4
市税納付方
法の拡充

クレジットカードを利用し
た納付の拡充を図ります。

税務課
クレジット収納の実施（H20より軽自動車税のみ）
・クレジット納付状況：333件　1,886,200円
その他の税目の検討

クレジット収納の実施
・クレジット納付状況：387件　2,191,700円
その他の税目の検討

クレジット収納の実施
・クレジット納付状況：440件　2,562,800円
その他の税目の検討

5
地方税共同
化に関する
検討

市税と県税との賦課、徴収
業務の共同化について、県
と市町村で調査、検討を進
めます。

税務課
徴収部門において大口困難案件のみ共同化により広域連合方
式にて平成23年度業務開始を目指す。

徴収部門において大口困難案件のみ共同化により広域連合方
式にて平成23年度業務開始予定。
「長野県地方税滞納整理機構」12月27日設立許可
　県及び県内全市町村で組織

・平成23年4月「長野県地方税滞納整理機構」業務開始
　徴収部門での大口困難案件のみ
　県及び県内全市町村で組織

公平な負担を確保するため
にも、収納率の向上をめざ
し、数値目標を設定しま
す。

①滞納者に対する催告、定期的な累積催告
②滞納者に対する窓口納付相談
③滞納整理強化取組期間設置
④他の公金収納部署との連携
⑤未収金の減尐
  ▲2,014,430円（保育料）+2,451,276円（住宅使用料）

①滞納者に対する催告、定期的な累積催告
②滞納者に対する窓口納付相談
③滞納整理強化取組期間設置
④他の公金収納部署との連携
⑤給与差押等の処分（3件）
⑥長期滞納者への対応（誓約書による計画的納付）
⑦未収金の減尐
  ▲2,186,808円（保育料）　+1,347,039円（住宅使用料）

①滞納者に対する催告、定期的な累積催告
②滞納者に対する窓口納付相談
③滞納整理強化取組期間の設定実施
④他の公金収納部署との連携
⑤子ども手当てからの徴収制度の活用（保育料）
⑥長期滞納者への対応(誓約書による計画的納付)(住宅）
⑦未収金の減尐
  ▲926,470円（保育料）　▲129,999円（住宅使用料）

保育料収納率 現年分　99.4%（目標：99.2%） 現年分　99.3%（目標：99.3%） 現年分　99.4%（目標：99.4%）

住宅使用料収納率 現年分　95.8%（目標：97.2%） 現年分　95.2%（目標：97.3%） 現年分　97.1%（目標：97.4%）

No

使
用
料
・

手
数

料
等
の
収
入
確
保
と
見
直
し

6

市
税
及
び
国
民
健
康
保
険
税
の
収
入
確
保

1
税務課
健康推進課

子ども課
都市計画課

市税等収納
率の向上

使用料等収
納率の向上



行財政改革プラン中期実施計画（H21-23）の取組状況（詳細）

項目 取組内容 関係課 H21年度実施内容 H22年度実施内容 H23年度

7
使用料・手
数料の見直
し

受益者負担の適正化、公平
性の確保の観点から、常に
見直しを行い、さらに３年
ごとに全面見直しを行いま
す。

財政課
都市計画課
全庁

確認申請手数料の見直し
・床面積100㎡以下：1,000円減額
　　　　200㎡以下：2,000円減額
　　　　500㎡以下：7,000円増額
新設　位置指定道路の申請手数料　50,000円

8
施設等使用
料の見直し

各種施設等の使用料につい
ては、施設の整備状況に応
じた見直しを行います。

財政課

施設建替えに伴い使用料の見直し
 
　　　　　岡谷市及び
             下諏訪町の住民　      左記以外の住民
13歳以上　　　 10,000円　　　　　　　　50,000円
13歳未満　　　  7,000円         　　　 36,000円
死産児等        4,000円         　　　 20,000円

9
家庭系ごみ
処理の有料
化

湖周地区ごみ処理施設整備
事業の中で検討を進めま
す。有料化に際しては、事
業系ごみ処理手数料の引き
上げと、その他プラスチッ
クの分別回収の実施を検討
します。

環境課

H21年9月議会にて、家庭ごみ等有料化及び関係条例議決
平成22年4月実施導入
①対象：燃えるごみ、燃えないごみ
②手数料の見直し（工場持ち込み）
③弱者対策等(生活困窮世帯､住宅介護支援､子育て支援等)
④緑化施策
⑤ボランティア活動（ボランティア袋の配布）

4月より実施
①家庭系ごみ処理の有料化
②事業系ごみ処理手数料の引き上げ
③その他プラスチック分別回収
④家庭用生ごみ拠点回収の本格実施
⑤総ごみ量15,236.2t（18,588.2t）（　）は前年度実績値
・可燃物　10,427.8t（14,031.9t）
・不燃物　　 145.2t（　 253.8t）
・資源物   4,663.2t（ 4,302.5t）
⑥手数料収入額：137,848,925円（対H21 +81,576,185）

10
第３子以降
の保育料検
討

子育て支援の充実と公平性
の確保の観点から、第3子
以降の保育料について引き
続き検討します。

子ども課
非常に厳しい経済情勢を受け、見直しは大きな保護者負担と
なることから、本年度は変更等は行わず、引き続き検討とし
た

　使用料及び手数料の全面見直しに合わせ公平性の観点から
見直しの検討を行ったが、平成24年度からの扶養控除等の廃
止に伴う、国の基準の改正が見込まれていることもあり、国
の動向などを踏まえ、変更を行わず引き続き検討することと
した。

　予算に合わせ公平性の観点から見直しの検討を行ったが、
昨今の経済情勢を受け、見直しは大きな保護者負担となるこ
と、また、国の子ども・子育て新システムの動向も見極める
必要があることから、引き続き検討することとした。

11

健康診査事
業検診料一
部負担金の
見直し

健康増進法に移行し引き続
き実施するため検診内容も
含めて見直しを行います。

健康推進課
子宮ガン検診について委託先との協議を実施
　→経済不況の最中であり、市民からの理解も得難いため
　　据え置き

・使用料手数料の見直しに合わせ検討
　→子宮ガン検診について委託先との協議、経済不況や県
　　内市町村の状況などを踏まえ、市民からの理解も得難
　　いため据え置きとした。

　子宮ガン検診について委託先との協議、経済不況や県内市
町村の状況などを踏まえ、市民からの理解も得難いため、昨
年に引続き据え置きとした。

12
道水路占用
料の適正な
徴収

公平な負担と財源の確保の
観点から道水路占用料の適
正な徴収を図ります。

土木課

・占用台帳に基づく現地照合作業。
・占用物件の適切な維持管理を指導。
　　平成20年3月までの申請分（占用料賦課分）1,961件
　　　→約30%の589件の現地照合作業

・占用台帳に基づく現地照合作業。
・占用物件の適切な維持管理を指導。
　　平成20年3月までの申請分（占用料賦課分）1,961件
　　　→約44.4%の870件（目標：850件）の現地照合作業

・占用台帳に基づく現地照合作業。
・占用物件の適切な維持管理を指導。
　　平成20年3月までの申請分（占用料賦課分）1,961件
　　　→全件終了

平成22年度に実施した使用料・手数料全面見直し結果をH23
年度料金へ反映
　効果：
　・入館者数の増や使用料収入の増が図られた。
　・利用単位時間の細分化、共通入館券の拡大など施設利
　　用における付加価値の向上、市民サービスの向上が図
　　られた。

使
用
料
・
手
数
料
等
の
収
入
確
保
と
見
直
し

No

全面見直しの実施
　利用者の利便性のより一層の向上と、利用の拡大、集客に
つながる見直しを行うという位置づけで行った。市民や各種
団体の活動に直結する部分であり、厳しい社会経済情勢を考
慮した。
　行革プランが示す歳入の確保には至らなかったが、利用者
の視点を踏まえた利便性の向上や付加価値を高める見直しが
実施できたものと考えており、今後の利用の拡大・増収につ
ながっていくものと考える
○結果：使用料手数料総体▲890千円減（H22予算比）
○主な内容：中央町駐車場使用料
　　　　　　・定期券6,000円（改訂前10,000円）
　　　　　　・回数券廃止　 （　〃　2年間利用無）
　　　　　　童画館等共通券の利用拡大、値下げ
　　　　　　テクノプラザおかや使用料値上げ　など



行財政改革プラン中期実施計画（H21-23）の取組状況（詳細）

項目 取組内容 関係課 H21年度実施内容 H22年度実施内容 H23年度

13
広報おかや
等への広告
の掲載

広報おかや、封筒等の印刷
物、ホームページへの有料
広告の掲載は対象を拡げ引
き続き実施します。

14
市施設への
広告の掲示

市施設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。

15
ネーミング
ライツの導
入

文化・スポーツ施設への
ネーミングライツの導入を
検討します。

企画課 ・制度の研究及び実施施設等の検討
・制度の研究及び要綱の素素案などの検討
・課題の把握
・情報収集

・制度の研究及び要綱の素素案などの検討
・県の実施動向の把握
・情報収集
　小規模施設への導入事例や命名料に捉われないサービス
　の提供など

16
普通財産の
活用

売却及び貸付等を含め普通
財産を利活用します。

財政課

・自動販売機設置業者選定に伴う公募型一般競争入札の
  導入
・16件の普通財産の払下げ（教員住宅除く）
・遊休地の貸駐車場等の利用促進
・売却額　　：39,908千円（教員住宅除く）
・貸付額　　：37,500千円

・自動販売機新規設置場所の調査：2箇所（H23開始予定）
　（設置業者選定に伴う公募型一般競争入札）
・19件の普通財産の払下げ
・貸駐車場等の整備：4箇所（新規2、再整備2）
・売却額　　：22,442千円（教員住宅除く）
・貸付額　　：37,254千円

・自動販売機の公募型一般競争入札
・15件の普通財産の払下げ
・貸駐車場等の整備：1箇所
・売却額　　：22,862千円（教員住宅除く）
・貸付額　　：16,727千円

17
ふるさと納
税の推進

岡谷市に対するふるさと納
税について積極的にPRし推
進します。

企画課

・岡谷市出身者へダイレクトメールを送付
・イベント等を利用したPR
　　ふるさとまつり、高校同窓会等
・ホームページを活用したPR
・納付件数：41件（うちクレジット4件9.7％）
・金額：2,082千円

・岡谷市出身者へダイレクトメール及び訪問
・イベント等を利用したPR
　　ふるさとまつり、高校同窓会等
・ふるさと納税サイトの使いやすさの向上
・パンフレットの見直し変更
・納付件数：44件（うちクレジット9件20.5％）
・金額：3,409千円（前年比+1,327千円）

・岡谷市出身者へダイレクトメール及び訪問
・イベント等を利用したPR
　　ふるさとまつり、高校同窓会等
・ふるさと納税サイトの使いやすさの向上
・パンフレットの見直し変更
・納付件数：82件（目標44件　達成率186.4％）
　（うちクレジット5件　6％）
・金額：6,761千円（前年比+3,352千円）

　

・広告料収入額　2,824千円（H21決算額）
　　市ホームページ　　　　　　：  180千円
　　納税通知書等封筒　　　　　：  105千円
　　防災ガイド　　　　　　　　：  294千円
　　ごみ収集日程表等　　　　　：1,550千円
　　検診・予防接種日程表　　　：  150千円
　　特定検診通知書等封筒　　　：  120千円
　　テクノプラザホームページ　：   24千円
　　庁舎玄関マット　　　　　　：  144千円
　　公用車両　　　　　　　　　：  212千円
　　テクノプラザネットフェンス：   42千円
　　スポーツ施設　　　　　　　：    3千円

・広告料収入額　2,220千円（H22決算額）
　　市ホームページ　　　　　　：  180千円
　　納税通知書等封筒　　　　　：  105千円
　　ごみ収集日程表等　　　　　：　825千円
　　検診・予防接種日程表　　　：  150千円
　　特定検診通知書等封筒　　　：  150千円
　　テクノプラザHP等        　：   95千円
　　庁舎玄関マット　　　　　　：  126千円
　　公用車両　　　　　　　　　：  238千円
　　スポーツ施設　　　　　　　：　 36千円
　　市共用封筒　　　　　　　　：　140千円
　　介護保険冊子　　　　　　　：　170千円
    絵本案内パンフレット　　　：　　5千円
　※広報おかや作成委託料に200千円/月の広告費が相殺さ
　　れている。

・広告料収入額　1,974千円（H23決算額）
　　市ホームページ　　　　　　：  275千円
　　納税通知書等封筒　　　　　：  105千円
　　ごみ収集日程表等　　　　　：　450千円
　　検診・予防接種日程表　　　：  150千円
　　特定検診通知書等封筒　　　：  120千円
　　テクノプラザHP等        　：  120千円
　　庁舎玄関マット　　　　　　：   90千円
　　公用車両　　　　　　　　　：  268千円
　　スポーツ施設　　　　　　　：　 36千円
　　市共用封筒　　　　　　　　：　140千円
　　介護保険冊子　　　　　　　：　220千円
  　※広報おかや作成委託料に200千円/月の広告費が相殺さ
　　れている。

広報情報課
総務課
財政課
税務課
危機管理室
環境課
健康推進課
工業振興課
図書館
スポーツ振興
課

そ
の
他
の
歳
入
確
保
の
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め
の
取
り
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No



行財政改革プラン中期実施計画（H21-23）の取組状況（詳細）

２  歳出の削減に向けた取り組み

項目 取組内容 関係課 H21年度実施内容 H22年度実施内容 H23年度

18
行政評価シ
ステムの充
実

評価表の精度向上に取り組
み、併せて、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。

企画課

・事務事業評価、施策評価
　H20年度実施分の事務事業及び施策評価の事後評価並び
　に全件公表　　事務事業：614件　　施策評価：41件
　個別指導（施策評価表の添削指導）
・外部評価
　「第4次岡谷市総合計画」の基本目標3について評価し、
　報告書を市長へ提出した。

・事務事業評価、施策評価
　H21年度実施分の事務事業及び施策評価の事後評価並び
　に全件公表　　事務事業：685件　　施策評価：41件
・補助金、負担金等の評価の開始　370件
　　　　　　　　　　　　　　　（上記事務事業に含む）
・外部評価
　「第4次岡谷市総合計画」の基本目標5について評価し、
　報告書を市長へ提出した。

・事務事業評価、施策評価
　H22年度実施分の事務事業及び施策評価の事後評価並び
　に全件公表　　事務事業：651件　　施策評価：41件
・外部評価
　　第4次総合計画の基本目標ごとの外部評価が終了した
　ことから次年度以降の評価対象や評価方法について検
　討を行った。

19
事務事業の
整理、統合

評価表を精査し事務事業の
整理、廃止、統合を行い、
歳出削減と市民サービスの
向上に努めます。

企画課
財政課

・評価表の精査、事務事業の整理統合。
　　前年度比事務事業数▲12件

・評価表の精査、事務事業の整理統合。
・24年度に実施する補助金等の全面見直しの際に事務事業
　評価を活用し、効率的な見直しを行うため、新たに補助
　金、負担金、交付金について様式を別途定め評価を開始
　した。　　前年度比事務事業数　+71件

・評価表の精査、事務事業の整理統合。
　行政評価の事務事業＝歳出予算事項別明細書の小事業と
　し評価を実施。
　前年度比事務事業数▲34件

20
職員提案制
度の推進

職員提案制度を活用し、事
務事業見直しの推進を図り
ます。

総務課
・職員提案件数：31件
　　　提案内容：自由提案、ゼロ予算提案、
　　　　　　　　第4次総合計画を実現するための提案

・職員提案件数：15件（うち銀賞2、銅賞3、努力賞2）
　　提案内容：自由提案、ゼロ予算提案、
　　　　　　　第4次総合計画を実現するための提案
・前年度の提案に対する取り組みの実施

・職員提案件数：40件（目標60件）
　　　　　　　（うち銀賞2、銅賞2、努力賞5）
　　提案内容：自由提案、ゼロ予算提案、
　　　　　　　第4次総合計画を実現するための提案
・主任研修（合宿）のグループ討議で事務改善を掲げ意識
　改革に努めた。

21

公共工事コ
スト縮減行
動計画の推
進

「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。

都市計画課
土木課

・次年度事業の計画、設計に際してコスト縮減に配慮
・帯コンクリートの施行省略 　 削減費：160万円
・側溝及び甲蓋工に伴うグレーチングの枚数削減
　削減費： 16万円
・グレーチング（細目→普通目へ） 削減費： 80万円
・他の占用施設との調整による、舗装費の削減

・次年度事業の計画、設計に際してコスト縮減に配慮
・帯コンクリートの施行省略　 　　削減費：210万円
・側溝及び甲蓋工に伴うグレーチングの枚数削減
　　　　　　　　　　　　　　　　 削減費： 32万円
・グレーチング（細目→普通目へ） 削減費： 90万円
・他の占用施設との調整による、舗装費の削減
・新営工事　公共建築物標準仕様に準拠した設計とし、
　汎用資材の使用に努めた。
・営繕工事　2工事を同時に行い、外部足場などの重複設
　置を避け経費削減を行った。     軽減額：　 14％

・帯コンクリートの施行省略　 　　削減費：175万円
・側溝及び甲蓋工に伴うグレーチングの枚数削減
　　　　　　　　　　　　　　　　 削減費： 18万円
・グレーチング（細目→普通目へ） 削減費： 80万円
・他の占用施設との調整による、舗装費の削減
・新営工事　公共建築物標準仕様に準拠した設計とし、
　汎用資材の使用に努めた。
・営繕工事　3工事を同時に行い、外部足場などの重複設
　置を避け経費削減を行った。     軽減額：　 9.5％

22
入札、契約
事務の改善

透明性の確保と公正な競争の
促進及び手続の合理化等、一
層の事務改善に努めます。
①透明性の確保 （入札・契
約に係る手続・結果情報等の
公表事項の拡大と公表方法の
検討、監査委員による入札監
視の実施）
②公正な競争の促進（入札及
び契約の方法の改善、制限付
一般競争入札の導入、総合評
価落札方式導入の検討）
③手続等の合理化（契約事務
手続きの合理化等検討、電子
入札導入の検討）

財政課

①透明性の確保
・公表事項の拡大の検討、ホームページにて入札結果公表
②公正な競争の促進
・原則1,000万円以上の工事について一般競争入札を実施
・総合評価落札方式の試行
・小規模工事、修繕受注希望者登録制度の運用、定着のた
　めの支援
　　登録者18社、発注件数13件、発注金額3,680,554円
③手続等の合理化
・長期継続契約の推進により事務の合理化
　　契約件数15件、契約金額44,386,095円

①透明性の確保
・公表事項の検討、ホームページにて入札結果の公表
②公正な競争の促進
・原則1,000万円以上の工事について一般競争入札を実施
・総合評価落札方式の試行
・小規模工事、修繕受注希望者登録制度の運用、定着のた
　めの支援
　　登録者14社、発注件数14件、発注金額2,661,261円
③手続等の合理化
・長期継続契約の推進により事務の合理化
　　契約件数10件、契約金額35,898,852円

①透明性の確保
・公表事項の検討、ホームページにて入札結果の公表
②公正な競争の促進
・調査基準価格、失格基準価格の設定
・総合評価落札方式の試行
・小規模工事、修繕受注希望者登録制度の運用、定着のた
　めの支援
　　登録者10社、発注件数16件、発注金額1,865,421円
③手続等の合理化
・長期継続契約の推進により事務の合理化
　　契約件数55件、契約金額51,051,660円

23
公共施設の
長寿命化対
策

公共施設の維持保全管理方
針に基づき公共施設のライ
フサイクルコストの低減を
図ります。

都市計画課

　公共施設の建設・修繕工事の際に、耐候性の高い（自然劣
化しにくい）素材を使用
・湖北火葬場建設工事
　　　　　  （外壁材タイル、屋根ガルバリュウム鋼板）
・今井保育園屋根等改修工事（屋根ガルバリュウム鋼板）

岡谷市官庁建築物営繕工事設計指針に基づく工事を実施した
①新営工事
　屋根材にガルバリウム鋼板－対候性・耐久性の向上
　木造公共建築物として木材の利用推進
（地域開放施設建設工事、東部中学校中間学級建設工事）
②営繕工事
・対候性、施工性に優れた機械固定式塩ビシート防水工法
・クラックなど下地補修の上アクリル系樹脂防水塗装
　（東部中学校二棟防水改修工事、学ヶ丘市営住宅外壁防
　　水改修等工事、イルフプラザ屋上防水改修工事）

岡谷市官庁建築物営繕工事設計指針に基づく工事を実施した
①新営工事：長地小学童クラブ
②営繕工事：長地小中校舎、東体育館、太鼓道場
 （屋根ガルバリュウム鋼板、機械固定式塩ビシート防水
　　工法、アクリル系樹脂防水塗装などの工法を採用）
③機械類の更新による機能の向上と長寿命化対策
　　箇所：庁舎エレベータ、議場音響システム、カノラ小
　　　　　ホール舞台機構、図書館トイレ、長地小給水館、
　　　　　湊公民館暖房機

No
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行財政改革プラン中期実施計画（H21-23）の取組状況（詳細）

項目 取組内容 関係課 H21年度実施内容 H22年度実施内容 H23年度

24
補助金・負
担金の全面
見直し

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
とに全面見直しを行いま
す。

財政課

 法令に基づく義務的な補助金及び負担金を除く、任意的な
補助金及び負担金の一斉見直し。
＜観点＞
・当該補助金が政策目標達成のための手段となるもの
・地域社会全体の利益となり,広く住民福祉を増進させる
  もの1件ごとの審査により、5,389千円の削減(対前年比）

25
サンセット
方式の徹底
等

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
限付きを原則とします。

財政課

新設補助金7件
　・投資的事業補助金　　　　　 4件
　・単年度又は2年以内の補助金　3件
（原則補助率は1/2以内、既存のものも同様の見直し）

新設補助金6件　（補助率は1/2以内）
　・単年度又は2年以内の補助金　3件
　・緊急経済対策による補助金　 3件
　　（一定の効果が得られた時点で見直しを行う）

新設補助金（国県等の制度による補助金を除く）
　・市単費による新設補助金　　1件
ほか、制度の見直しや拡充を実施した（3年間を区切りとし
て効果等の再検証）

26

指定管理者
の管理運営
に対する評
価

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。

企画課

・業務内容の履行確認（モニタリング）
　施設担当課による事業報告書の内容確認、定期的な現場
  確認
　施設担当課による評価
・適正管理調査の実施

・業務内容の履行確認（モニタリング）
　指定管理者による評価
　担当課による評価
　→課題の把握、次年度以降への事業活動へ反映
・施設利用者アンケートの実施及び公表
　各施設で実施し、結果を施設、HP、行政チャンネルで公
　表し、指摘事項への改善を行った。また、再選定に伴う
　資料とした。

・業務内容の履行確認（モニタリング）
　指定管理者による評価及び担当課による評価
　→課題の把握、次年度以降への事業活動へ反映
・指定管理者の再選定
　23年4月より新たに指定管理者の指定を行った。
　12施設　5年間（市民プールは3年間）

27

各種体育施
設の指定管
理者制度の
導入の検討

体育施設の利用者の利便性
の向上と効率的な運営を行
うため、市民総合体育館、
市民スポーツ広場、市営岡
谷球場、市営庭球場につい
て指定管理者制度へ移行し
ます。

スポーツ振興
課

H21年度より体育施設に新規導入実施
・指定管理者：シンコースポーツ㈱
・導入施設：6施設（一括管理）
　　　　　　市民総合体育館、市営岡谷球場、市営庭球場
　　　　　　市民スポーツ広場（川岸、湖畔、今井西）
・指定管理料：64,989千円（H21決算額）
・導入効果額：(18～20決算平均-21決算額）
　　　　　　　施設維持管理経費削減額　7,119千円
・職員削減　：4人（スポーツ振興課施設担当廃止）

28
公共施設の
あり方の見
直し

公共施設の存続、統合、廃
止など各施設のあり方につ
いては、岡谷市公共施設の
あり方方針案に基づき推進
します。

企画課

公共施設のあり方方針案に基づき、施設のあり方を見直しを
実施
・スポーツ施設に指定管理者制度を導入(H21年4月）
・尃撃場を民営化（H21年4月）
　長野県ライフル尃撃協会へ無償貸与
・屋外水泳プールを廃止（H21年8月）
・勤労青尐年ホーム利用者との検討会

公共施設のあり方方針案に基づき、施設のあり方を見直しを
実施
・陸上競技場のあり方検討
　平成24年度以降の公認更新は行わないとしていたが、議
　会の請願採択を受け、再度検討を行い平成24年度に公認
　を更新していくよう検討を進め、23年度予算において陸
　上競技場公認申請の事前調査等にかかる予算を計上した。

公共施設のあり方方針案に基づき、施設のあり方を見直しを
実施
・陸上競技場のあり方検討
昨年度の検討結果を踏まえ、陸上競技場公認申請の事検査
（日本陸連）を実施し、平成24年度の公認更新への準備を
行った。

29
保育園運営
計画の推進

保育園運営計画に基づき、
より良い保育の実施や家庭
養育者に対する子育て支援
の充実を図るとともに、保
育所の計画的な整備、統合
等を検討します。

子ども課

・修繕工事:今井保育園屋根改修､長地保育園屋根外壁改修
・私立保育園補助：ひまわり保育園、聖ヨゼフ保育園
・特別保育の実施、特別保育の見直し
・にこにこ子育て支援事業：3園(あやめ、川岸、みなと)
・保育補助員（おじいちゃん先生）の配置：11園→全園へ
・保育園整備計画策定に向けて、調査・研究等に着手

・改修工事：長地保育園アスベスト除去工事
　　　　　　未満児室・給食室への冷暖房機設置工事など
・私立保育園補助：ひまわり保育園、聖ヨゼフ保育園
・にこにこ子育て支援事業：3園（あやめ、川岸、みなと）

・保育園整備計画の策定：庁内組織の立上げ
　　　　　　　　　　　　保護者会連合会との意見交換
　　　　　　　　　　　　たたき台となる素案作成

・改修等園舎整備：
　保育園エアコン設置工事、園庭遊具整備工事、長地保育
　園改修工事、神明保育園保護者用駐車場の整備
・育成支援コーディネータの配置による児童、家庭の支援
・にこにこ子育て支援事業：3園（あやめ、川岸、みなと）
・保育園整備計画の策定に向け15会場での意見交換会
　保育園整備計画検討委員会の設置（市民で構成）

30
小中学校通
学区の見直
しの検討

現在の小中学校通学区の見
直しの検討を進めます。

教育総務課
・通学区域内の人口推移や通学路、通学距離等について研究
を実施

・通学区域内の学校関係者や保護者から意見の把握に努め
た。

・通学区域内の学校関係者や保護者から意見の把握に努め
た。

補
助
金
・
負
担
金
の
削
減
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行財政改革プラン中期実施計画（H21-23）の取組状況（詳細）

項目 取組内容 関係課 H21年度実施内容 H22年度実施内容 H23年度

31
教員住宅管
理運営計画
の推進

教員住宅管理運営計画に基
づき、教員住宅の計画的な
維持修繕を行うとともに、
不用と判断された教員住宅
を整理します。

教育総務課

①処分予定敷地の測量、境界立会い
・西部中北敷地：境界立会い、不動産鑑定実施
　　→ 水道課へ売却　6,590,038円
・能登舟北敷地：測量実施
②企業向け売却
・富士見ヶ丘2戸：境界立会、測量実施
　　→ 企業向け住宅として1戸売却　5,000,000円
③管理運営計画の見直し
・処分計画期間後（H23以降）の計画検討

①処分予定敷地の測量、境界立会い
・能登舟北敷地：不動産鑑定実施　一般公募により売却
　　→ 個人へ売却　5,288,000円
・富士見ヶ丘（74号）：一般公募　公募者なし
　　→次年度へ再不動産鑑定等の対応
②次年度売却へ向けた取組み
・富士見ヶ丘（60,61号）、二本松（64号）など現地調査
③管理運営計画の見直し
・処分計画期間後（H23以降）の計画検討

①処分予定敷地の測量、境界立会い
・二本松63号教員住宅：一般公募により売却
　　→ 個人へ売却　8,215,000円
・富士見ヶ丘（74号）：一般公募により売却
　　→個人へ売却　 3,615,000円
②次年度売却へ向けた取組み
・小口宮上教員住宅、二本松78号の現地調査
　H24年度に売却予定
③管理運営計画の見直し
・処分計画期間後（H24以降）の計画

32

図書館業務
等における
ボランティ
アの活用

資料の受入、整理等の図書
館業務や読書推進活動に、
ボランティアの活用を図り
ます。

図書館

・一般業務ボランティア（書架整理等）
　参加者数：延べ102人　243時間
　経費削減：202千円（＠830×243h）
・読書活動推進ボランティア（講座等）
　参加者数：延べ129人

・一般業務ボランティア（書架整理等）
　参加者数：延べ85人　174時間
　経費削減：148千円（＠850×174h）
・読書活動推進ボランティア（講座等）
　参加者数：延べ108人
  経費削減：118千円（＠960×123h）

・一般業務ボランティア（書架整理等）
　参加者数：延べ93人　211時間
　経費削減：179千円（＠850×211h）
・読書活動推進ボランティア（講座等）
　参加者数：延べ156人　156時間
  経費削減：150千円（＠960×156h）
・行事ボランティア
　参加者数：延べ18人　41時間（うち土曜日25時間）
　経費削減：38千円（＠850×16ｈ、＠960×25ｈ）
・子ども夢基金の活用による事業　助成金160千円

33
火葬業務の
民間委託

湖北火葬場の火葬業務委託
を検討します。

市民生活課
H20年10月より湖北火葬場の火葬業務を外部委託
（H21年度実施計画を前倒しで実施）
・業務委託先　富士建設工業株式会社

34
支所・公民
館のあり方
の検討

地域の拠点施設として各区
と連携を図り、付加機能を
持ち合わせる総合コミュニ
ティ施設としての見直しを
検討します。

企画課 ・総合コミュニティーセンター化を考慮した庁内検討の実施

　将来的な総合コミュニティーセンターの設置を想定し地域
と連携して進めるモデル事業として、地域コミュニティー推
進モデル事業を検討した。
　モデル地区：湊地区（花岡区・小坂区）
　職員配置：臨時職員を1名（保育士や保健師など）
　事業内容：町内、各戸の個別訪問による日常生活での悩
　　　　　　み等の把握を行い、地区の課題を見出し、
　　　　　　区・町内などの連携により具体的な解決策を
　　　　　　検討する。小地区単位での世帯状況や居住の
　　　　　　実態を把握し、災害時等の緊急時の初動体制
　　　　　　の支援を行う。

◆地域コミュニティ推進モデル事業の実施
→地域のコミュニティを推進する事業をモデル的に展開し、
住民自治による活力と安らぎのある暮らしの実現を目指すこ
とを目的に実施
 ・湊支所に地域コミュニティ推進員を配置
 ・小坂区、花岡区の各種団体、町内会等への事業説明
 ・地域コミュニティ推進員による戸別訪問（900軒）

No



行財政改革プラン中期実施計画（H21-23）の取組状況（詳細）

３  簡素で効率的な行政運営

項目 取組内容 関係課 H21年度実施内容 H22年度実施内容 H23年度

35
組織機構の
簡素化、ス
リム化

新たな行政課題や住民ニー
ズに対応するため、必要な
組織の見直しを行い、簡素
で効率的な組織の整備を行
います。

企画課

・H21年4月に組織改正
　　総務部再編により企画政策部を新設
　　豪雤災害復興対策室を建設水道部へ移管
・H22年度に向けた組織検討
　　各課の意向把握、各課調整等
　　病院事業に病院経営推進室の新設
　　企画課に製糸関連施設活用担当の新設

・H22年度組織改正
　病院事業に病院経営推進室を新設
　企画課に製糸関連施設活用担当の新設
　街路・区画整理担当を再整備担当へ改正
・H23年度に向けた組織検討
　平成18年度の組織大改正から5年目となり、社会経済状
　況が大きく変化するなかで、時代の変化に柔軟に対応
　し、市政の重要課題の解決と市民ニーズに的確かつ迅速
　に対応できる組織の構築を目指して検討を行った。

H23年度組織改正
・福祉環境部の再編「市民環境部」と「健康福祉部」へ
・企画政策部にブランド推進室新設
・市民環境部に医療保険課新設
・豪雤災害復興対策室の廃止
・公園緑化を経済部から建設水道部へ移管
・子ども課を教育委員会から市長部局へ移管
・教育総務課に「子ども総合相談センター」新設。
・病院事業に新病院建設室を新設
H24年度に向けた組織検討
　H23の組織改正の検証
　各課の意向把握、各課調整等（ヒアリング9-10月）

効率的な業務執行を行うた
め、適正な職員配置を行い
ます。
・一般会計、特別会計の既
存業務における職員数につ
いて、平成17年度を基準年
度として、平成21年度から
23年度までの3年間に、既
存業務における職員数を27
人（5.4％）削減します。
（平成27年度までの10年間
に、100人（20％）の削減
をめざします。）
・企業会計職員について
は、効率的な経営に努めな
がら、経営上必要な職員数
を確保します。

H21年度予算定数において、合計43人を削減
（20-21比較／976人→933人）
人件費削減額　296,700千円
（43人×6,900千円で換算）
・一般会計、特別会計等　443人（△11人）
　　事業の進捗状況　　　：△ 7
　　嘱託・パート化の推進：△ 2
　　民間委託の推進　　　：△ 7
　　その他　　　　　　　：＋5
・公営企業会計　　　　　490人（△32人）
　　組織改正　　　　　　：△ 2
　　嘱託・パート化の推進：△ 5
　　その他　　　　　　　：△25
＊第4次定員適正化計画の進捗率 110.3%
　（計画△39人のうちH21で43人削減）

H22年度予算定数において、合計46人を削減
（21-22比較／933人→887人）
人件費削減額　317,400千円
（46人×6,900千円で換算）
・一般会計、特別会計等　443人（±0人）
　事業の進捗状況　　　：△ 1
　嘱託・パート化の推進：△ 3
　その他　　　　　　　：＋ 4
・公営企業会計　　　　　444人（△46人）
　組織改正　　　　　　：△40
　嘱託・パート化の推進：△ 6

＊第4次定員適正化計画の進捗率 228.2%
　（計画△39人のうちH22で46人削減）

H23年度予算定数において、合計18人を削減
（22-23比較／887人→869人）
人件費削減額　124,200千円
（18人×6,900千円で換算）
・一般会計、特別会計等　440人（△3人）
　組織改正　　　　　　：＋ 2
　民間委託　　　　　　：△ 1
　業務の進捗状況　　　：△ 3
　その他　　　　　　　：△ 1
・公営企業会計　　　　　429人（△15人）
　組織改正　　　　　　：△14
　業務の見直し　　　　：△ 1
第5次定員適正化計画の策定

＊第4次定員適正化計画の進捗率 274.4%
　（計画△39人のうちH23で18人削減）

一般会計等職員数 予算定数　△11人（目標：△14人） 予算定数　±0人（目標：△11人） 予算定数　△3人（目標：△2人）

37

嘱託職員及
び臨時職員
の活用と適
正配置

嘱託職員及び臨時職員の活
用により人件費の削減を図
り、効率的な行政運営のた
め適正な人員配置を行いま
す。

企画課

H21年度当初予算において、
・嘱託職員　160人（20-21比較：△4人）
　正規の嘱託化　　　：＋2人
　臨時の嘱託化　　　：＋1人
　業務の増減　　　　：＋3人
　民間委託の推進　　：△5人
　その他　　　　　　：△5人
・臨時職員　381,089時間　（20-21比較：＋2,821時間）
　正規の臨時化　　　：＋ 4,830時間
　臨時の嘱託化　　　：△ 1,645時間
　業務の増減等　　　：＋10,349時間
　民間委託の推進　　：△ 1,610時間
　その他　　　　　　：△ 9,103時間

H22年度当初予算において、
・嘱託職員　159人（21-22比較：△1人）
　正規の嘱託化　　　：＋2人
　臨時の嘱託化　　　：△2人
　業務の増減　　　　：＋6人
　その他　　　　　　：△7人
・臨時職員　383,524時間　（21-22比較：＋2,435時間）
　正規の臨時化　　　：＋ 1,610時間
　臨時の嘱託化　　　：＋ 7,360時間
  勤務時間・単価変更：△12,357時間
　業務の増減等　　　：＋16,086時間
　事務の見直し　　　：△12,179時間
　その他　　　　　　：＋ 1,915時間

H23年度当初予算において、
・嘱託職員　164人（22-23比較：＋6人）
　臨時の嘱託化　　　：△ 6
　業務の増減　　　　：＋ 9
  委託の嘱託化　　　：＋ 4
　その他　　　　　　：△ 1
・臨時職員　425,452時間
　（22-23比較：＋41,297時間）
　正規の臨時化　　　：＋10,983時間
　臨時の嘱託化　　　：△ 1,553時間
  勤務時間・単価変更：＋　 403時間
　業務の増減・見直し：＋28,543時間
　その他　　　　　　：＋ 3,524時間

職
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38
給与制度の
改革

国の給与構造改革を踏まえ見
直しを実施したが、引き続
き、職員の士気を確保しつ
つ、職務・職責や勤務実績等
を反映した給与制度改革を進
めます。

総務課
・給与水準、給与体系の見直し
・勤務評定制度の全職員本格実施（10月より）

・国の制度改革に準じ、給与水準、給与体系の見直し
・勤務評定制度の全職員本格実施
・勤勉手当への勤務評定結果の反映

・勤務評定結果を全職員の勤勉手当に反映
・主幹級以上は昇給へも反映

36

組
織
及
び
職
員
数
等
の
見
直
し

定員適正化
計画の推進
（職員数の
削減）

No

企画課



行財政改革プラン中期実施計画（H21-23）の取組状況（詳細）

　

項目 取組内容 関係課 H21年度実施内容 H22年度実施内容 H23年度

39
職員研修の
充実

研修に対する職員意識の変
革を図るとともに、画一
的、集団型の研修から専門
能力、個別能力を重視した
スタイルへの移行を進めま
す。また、研修成果をより
十分に発揮できるような
フォローアップ等の工夫、
人事システムとの関連強化
に取り組みます。

総務課

・自主研修：8件
　 通信教育受講研修　4件
　 自主研究グループ　2件
　 公募実務研修　　　2件
・職場研修：職場研修推進員を中心として各職場で実施
・職場外研修：99件
　 一般研修　　　　　29件
　 派遣研修　　　　　57件
　 特別研修　　　　　13件

・自主研修：2件
　 自主研究グループ　1件
　 公募実務研修　　　1件
・職場研修：職場研修推進員を中心として各職場で実施
・職場外研修：101件
　 一般研修　　　　　29件
　 派遣研修　　　　　58件
　 特別研修　　　　　14件

・自主研修：4件
　 自主研究グループ　3件
　 公募実務研修　　　1件
・職場研修：職場研修推進員を中心として各職場で実施
・職場外研修：104件
　 一般研修　　　　　36件
　 派遣研修　　　　　56件
　 特別研修　　　　　12件

40
職員の意識
改革の取り
組み

地方分権の進展など時代の
変化と厳しい状況に対応し
ながら、行財政改革など市
民との協働による自立のま
ちづくりに向けて、職員の
意識改革に取り組みます。

総務課

41
人材育成の
推進

地方自治体を取り巻く環境
の変化や、勤務評価（人事
評価）の充実等に対応した
岡谷市職員人材育成基本方
針に基づき、人材育成をさ
らに推進します。

総務課

42

多様なメ
ディアを活
用した情報
の発信

行政チャンネル、ホーム
ページ、広報おかやなどを
通して、誰にでも分かりや
すい表現や内容に心掛け、
市民に対し適切な行政情報
を発信します。

広報情報課

ホームページのアクセスに関する情報の職員周知
・曜日、時間帯
・記事アクセスランキング
・検索キーワード
行政チャンネル、広報おかや等での行政情報の発信

ホームページのアクセスに関する情報の職員周知
・曜日、時間帯
・記事アクセスランキング
・検索キーワード
行政チャンネル、広報おかや等での行政情報の発信
一つの情報を複数の手段で発信する情報提供の仕組みにより
行政チャンネルとホームページの一体化による情報発信

・ホームページのアクセスに関する情報の職員周知
・行政チャンネル、広報おかや等での行政情報の発信
・一つの情報を複数の手段で発信する情報提供の仕組みに
　より行政チャンネルとホームページの一体化による情報
　発信
・「広報おかや」の読みやすい紙面づくり
　　フォントをユニバーサルデザインへ変更
　　用語の見直し等

43
職員の窓口
応対の改善

接遇研修や職場研修によ
り、親切で丁寧かつ迅速な
対応ができるよう、窓口応
対サービスの一層の向上を
図ります。

税務課
消防課
市民生活課
社会福祉課
介護福祉課
健康推進課

・窓口業務マニュアルの整備、見直し
・苦情対応の充実（課内連携の強化、課内研修、知識・情
  報共有）
・専門研修受講による専門知識の向上、業務理解の向上
・各部署における接遇研修・指導による接遇マナーの向上
・知識、情報等の共有化
・窓口カウンターの工夫（照明の設置）

・窓口業務マニュアルの整備、見直し
・苦情対応の充実（課内連携の強化、課内研修、知識・情
　報共有）
・専門研修受講による専門知識の向上、業務理解の向上
・各部署における接遇研修・指導による接遇マナーの向上
・知識、情報等の共有化
・新任職員研修による業務理解の向上
・あらかじめ時間が係るものについては事前周知を実施

・窓口業務マニュアルの整備、見直し
・苦情対応の充実（課内連携の強化、課内研修、知識・情
　報共有　職員相互間によるチェック）
・専門研修受講による専門知識の向上、業務理解の向上
・各部署における接遇研修・指導による接遇マナーの向上
・知識、情報等の共有化
・新任職員研修による業務理解の向上
・時間を必要とする業務については来庁者への声がけ実施

44
各種申請手
続等の簡素
化

各種申請時の添付書類につ
いて見直しを行います。ま
た、押印についても、さら
に見直しを進めます。

企画課
広報情報課
全庁

・電子申請届出システムの運用　　※No.48
・事務改善による手続き等の簡略化を検討

・電子申請届出システムの運用　　※No.48
・事務改善による手続き等の簡略化を検討
・事務事業評価の活用のほか、業務マニュアル見直しによ
　る事務改善の推進

・電子申請届出システムの運用　　※No.48
・事務改善による手続き等の簡略化を検討
・事務事業評価の活用のほか、業務マニュアル見直しによ
　る事務改善の推進

45
窓口サービ
スの時間延
長

午後5時30分以降の時間延
長については、駅前出張所
を含めた職員体制等を総合
的に勘案しながら検討しま
す。

企画課
全庁

・組織・職員数の見直しのなかで、本庁の窓口延長につい
  て検討。
・勤務時間短縮に伴う検討

　庁舎窓口業務時間に関連し、駅前出張所の業務内容等につ
いても検討を行った。
・庁舎のセキュリティー面、当直・窓口対応職員のコスト
　増などの面から庁舎窓口時間については現状のままとし
　たが、駅前出張所の利便性を向上させ、市民サービスの
　低下にならないよう対応する。
・利便性の向上：取扱業務の増（印鑑登録）23.3月開始
・取扱件数：40件（1ヶ月間）（湊支所の1年間の1.5倍）

組織体制の見直しの中で、窓口のあり方について検討した。
・庁舎のセキュリティー面、当直・窓口対応職員のコスト
　増などの面から庁舎窓口時間については現状のままとし、
　ララの再整備など状況に変化が生じる際に再検討を行う。

効
果
的
・
効
率
的
な
市
民
サ
ー

ビ
ス
の
提
供

No

人
材
育
成
と
意
識
改
革

・新勤務評定による個人面談等を通じ、職員の意識改革の推
進を図った。また理解を深めるための、研修会を実施し部下
の育成のためのコーチングスキルや面談のポイントなどの研
修を行った。

・「岡谷市職員人材育成基本方針」基づく年間を通じての研
修の実施による人材育成の推進

・「岡谷市職員人材育成基本方針」に基づく研修の実施や勤
務評定による個人面談の機会を通じ、職員の意識改革の推進
を図った。

・新勤務評定の全面実施
　　結果を勤務手当て、給与へ反映

平成21年10月より新勤務評定の全面実施
職員研修計画に基づく研修の実施
「岡谷市職員人材育成基本方針」の見直し、改定



行財政改革プラン中期実施計画（H21-23）の取組状況（詳細）

項目 取組内容 関係課 H21年度実施内容 H22年度実施内容 H23年度

46
変形労働時
間制の拡充

市民サービスの向上を図る
ため、変形労働時間制（フ
レックスタイム制やシフト
勤務体制）の拡充を図りま
す。窓口サービスや夜間業
務等に対する職員の健康管
理を増進するとともに、時
間外勤務手当の抑制を図り
ます。

総務課
全庁

　職員の健康管理・人件費抑制のため、可能な部署より変形
労働時間制を実施
・施設関係：消防署、駅前出張所、環境課、カノラホール
　　　　　　イルフ童画館、学校（調理員）、保育園、
            図書館、博物館、生涯学習活動センター、
　　　　　　病院
・嘱託・臨時職員（雇用条件として実施）
・休日勤務における振替休暇の取得推進

　職員の健康管理・人件費抑制のため、可能な部署より変形
労働時間制を実施
・施設関係：消防署、駅前出張所、環境課、カノラホール
　　　　　　イルフ童画館、学校（調理員）、保育園
            図書館、博物館、生涯学習活動センター、
　　　　　　病院
・嘱託・臨時職員（雇用条件として実施）
・休日勤務における振替休暇の取得推進

・職員の健康管理・人件費抑制のほか、公共施設等の開館時
間等に合わせ可能な部署より変形労働時間制を実施
・夏の電力需用逼迫による消費電力抑制のため各部課におい
てフレックス勤務を実施するなど柔軟な勤務形態を実施。
（総務部、建設水道部）
・休日勤務における振替休暇の取得推進

47
岡谷市情報
化計画の推
進

岡谷市情報化計画の推進を
図ります。

広報情報課
・eL-TAXの導入
・コンビニ収納システム構築の支援
・コミュニケーションシステム（職員用端末等）の更改

・無停電装置（UPS）の増強
・地上デジタル放送の移行に伴い情報弱者世帯を対象にサ
　ポートを実施。
・公共施設予約システム（茅野市共同）人事システム（諏
　訪市・茅野市共同）を諏訪広域内で共同化し更改した。

・スレートＰＣ活用研究専門部会を立上げ、行政事務の効率
　化・高度化を図る新たな事業展開の研究を実施
・地上デジタル放送の移行に伴い情報弱者世帯を対象にサ
　ポートを実施。
・岡谷市情報化推進ビジョン及び情報システム部門における
　業務継続計画（ＢＣＰ）の策定に着手

48

インター
ネットを利
用した各種
申請等の受
理と交付

公共施設予約システムの適
正な運用を図るとともに、
県内自治体との共同電子申
請のシステム運用・構築を
進め、導入可能な申請、届
出の電子化を行います。

広報情報課

・電子申請届出システムの運用
　　新規導入が可能な申請・届出の研究
　　電子申請：13手続　　申請件数：37件
・公共施設予約システムの運用
　　システム更改の研究、検討

・電子申請届出システムの運用
　　新規導入が可能な申請・届出の研究
　　電子申請：13手続　　申請件数：39件
・公共施設予約システムの更改（茅野市共同）・運用
　　対象：29施設　予約と空き状況の確認
・電子申請HPの見直し（トップ画面）

・電子申請届出システムの運用
　　新規導入が可能な申請・届出の研究
　　電子申請：13手続　　申請件数：30件
・公共施設予約システムの運用
　　対象：29施設　予約と空き状況の確認

効
果
的
・
効
率
的
な
市
民
サ
ー

ビ
ス
の
提
供

No



行財政改革プラン中期実施計画（H21-23）の取組状況（詳細）

４  公営企業、外郭団体等のあり方

項目 取組内容 関係課 H21年度実施内容 H22年度実施内容 H23年度

公平な負担を確保するため
にも、収納率の向上をめざ
し、数値目標を設定しま
す。

・文書催告（督促状、催告状の発送）、電話催告、定期的
  な訪問徴収
・大口滞納者対応（分納指導等）
・給水停止処分
　予告通知    ：1,561件
　停止通知    ：  597件
　給水停止執行：  141件
・滞納整理 年3回（8・12・3月）実施　課員全員対応

・文書催告（督促状、催告状の発送）、電話催告、定期的
  な訪問徴収、交付要求、債権届出による債権回収
・大口滞納者対応（分納指導等）
・給水停止処分
　予告通知    ：1,590件
　停止通知    ：  643件
　給水停止執行：   99件
・滞納整理 年3回（8・12・3月）実施　課員全員対応

・文書催告（督促状、催告状の発送）、電話催告、定期的
  な訪問徴収、交付要求、債権届出による債権回収
・大口滞納者対応（分納指導等）
・給水停止処分
　予告通知    ：1,675件
　停止通知    ：  702件
　給水停止執行：  118件
・滞納整理 年3回（8・12・4月）実施　課員全員対応

水道料収納率 現年分　99.2%（目標：98.6%） 現年分　99.0％（目標：98.8%） 現年分　99.2％（目標：99.0%）

下水道使用料収納率 現年分　99.2%（目標：99.0%） 現年分　99.1％（目標：99.0%） 現年分　99.2％（目標：99.2%）

収入の安定確保と収納手続
の利便性を高めるため、口
座振替率について数値目標
を設定します。

・新規加入者、窓口納入者へ案内
・納入通知書発送時にチラシを同封
・市報、新聞広告、シルキーチャンネルでPR

・新規加入者、窓口納入者へ案内
・納入通知書発送時にチラシを同封

・新規加入者、窓口納入者へ案内
・納入通知書発送時にチラシを同封

水道料口座振替率 実績　83.5%（目標：85.6%） 実績　83.5%（目標：85.7%） 実績　83.4%（目標：85.8%）

下水道使用料口座振替率 実績　84.3%（目標：86.4%） 実績　84.3%（目標：86.5%） 実績　84.2%（目標：86.6%）

51
納付方法の
拡大

クレジットカードを利用し
た支払いを検討します。

水道課

上下水道料へのクレジット収納導入を検討
・各種情報収集
・費用対効果の検証
・導入の可否の検討

経済状況が厳しく、費用対効果等の観点から現時点では導入
は難しいため、他市町村の状況など情報収集に努めた。

経済状況が厳しく、費用対効果等の観点から現時点では導入
は難しいため、他市町村の状況など情報収集に努めた。

52

市立岡谷病
院及び健康
保険岡谷塩
嶺病院の統
合

１．経営改善
２．運営改善
３．両病院の施設集約
　　（2期分）

新病院建設室

・経営改善
　　同一内容業務委託、薬剤ほか材料等の一括単価契約に
　　よる経費節減（医療薬品の値引率：15.0%）
　　診療報酬再点検による収入増
　　DPCの対象病院への移行
・運営改善
　　職員の人事交流による一体感の醸成
　　病院機関紙（オーエン）を発刊
　　オーダリングシステム整備、拡充
・診療科目の統合検討
　　施設集約における機能分担
・両病院の施設集約
　　施設の集約に伴う増改築工事（進捗率92.3%）

1経営改善：
・同一内容業務委託、薬剤ほか材料等の一括単価契約によ
　る経費節減（共同購入による医療薬品の値引率:16.8%）
・専門コンサルによる診療報酬再点検、算定指導によるレ
　ベルの向上
2運営改善：
・外科医の増員、内科医の集中による救急搬送者の受入れ
　体制強化（H22：1,170件　前年比+460）
・糖尿病地域連携パスの運用開始
・ヒヤリハットの報告から医療安全への取り組み
・看護師配置基準を10：1→7：1へレベルアップ
・基本理念、基本方針の策定及び浸透
3施設集約
・増改築工事（健診センター）5/26竣工
　これにより施設集約に係る工事、医療機器設置などすべ
　ての工程が終了

1経営改善：
・同一内容業務委託、薬剤ほか材料等の一括単価契約によ
　る経費節減
・H24年度診療報酬改定に向けた説明会の開催
2運営改善：
・24時間366日の受入実施
・地域医療連携室を中心とした地域医療機関との連携強化
・ヒヤリハットの報告から医療安全への取り組み
・看護師配置基準7：1の算定、体制の維持と強化
3新病院建設への取組
・基本設計、基本計画策定業務の実施（3/30完了）

53
公立病院改
革プランの
推進

岡谷市病院改革プラン
の推進
①進行管理
②専門委員会の設置及び専門員会に
よ
　る点検・評価の実施
③岡谷市病院改革プランの見直し
④見直し結果の公表

新病院建設室
・病院改革プランの推進
　　内部組織による進行管理
　　外部委員会による点検・評価

改革プランの推進
・改革プランの一部修正の実施
・「岡谷市病院改革プラン評価委員会」委員5名
　外部有識者により構成され、評価の客観性を確保し、幅
　広い意見提言を受け、ホームページで公表した。

H22年度決算数値の点検及び評価を実施
　・病院内部での自己点検、自己評価（～12月）
　・「岡谷市病院改革プラン外部評価委員会」
　・取組状況や外部評価結果の公表

水
道
事
業
・
下
水
道
事
業
の
経
営
健
全
化

病
院
事
業
の
経
営
健
全
化
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49 水道課

水道課

No

収入の安定
確保と収納
手続の利便
性の向上

収納率の向
上



行財政改革プラン中期実施計画（H21-23）の取組状況（詳細）

項目 取組内容 関係課 H21年度実施内容 H22年度実施内容 H23年度

54
効率的な事
業運営の促
進

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
て指導、助言を行います。

全庁
・岡谷市が出資している団体について地方自治法の規定に基
づき、予算、決算等を議会へ報告した。

・岡谷市が出資している団体について地方自治法の規定に基
づき、予算、決算等を議会へ報告した。
　
・（財）岡谷市振興公社と（財）岡谷市国際交流協会の公益
財団法人制度改革に対する事務補助を行った。

・岡谷市が出資している団体について地方自治法の規定に基
　づき、予算、決算等を議会へ報告した。
・特に公益性の高い外郭団体である、財団法人岡谷市振興公
　社と財団法人岡谷市国際交流協会の合併と公益法人への移
　行について、県との調整等を行った
　
　合併等についてNo56参照

55
各種団体の
自立促進

関係課において、各種団体
の事務局を置くケースにつ
いては、原則的に各種団体
の事務は、その団体で行う
ことを基本に、事務局の自
立を促進します。

支所
消防課
生涯学習課
スポーツ振興
課

・市に事務局がある各種団体の自立促進
・事務局事務は可能な限り団体へ移行

・市に事務局がある各種団体の自立促進
　・長野県エースドッジボール協会事務局の自立に向け
　　た取り組みの
　・岡谷市防火協会（消防広域化や常備消防の組織変更
　　を踏まえ検討）
・事務局事務は可能な限り団体へ移行

市に事務局がある各種団体の自立促進
・長野県エースドッジボール協会事務局の自立に向け団体と
　の話合いの場も設け理解を求めた。
・岡谷市防火協会（諏訪広域消防本部の一元化の中で他市町
　村組織と合わせ検討される自項となっていることから、市
　単独での検討が困難な状況検討）

56
新たな公益
法人制度改
革への対応

公益法人制度改革関連三法
による公益法人制度の改革
の進展を踏まえ、法人の公
益性を問い直し、法人の位
置付けに沿った取組を進め
ます。

企画課
工業振興課

・関係課及び外郭団体等との情報交換
・制度の内容、今後の方向性について検討

　市の関連する外郭団体の方向性について、市として一定の
考えをまとめるため、研修会や団体との情報交換、県への相
談等を踏まえ内部検討を行い、素案資料を作成した。

・岡谷市振興公社
　公益性の事業の検証と公益法人への移行めざし、県への
　相談を行い、内部検討を進められた。
・岡谷市国際交流協会
　市長へ公益法人への移行が望ましい旨の提言書を提出
　財政状況や基金残高の面などから今後の運営が可能か
　どうかを含め公益法人への移行をめざし内部調整が進
　められた。
・岡谷市体育協会
　県体育協会からの指導もあり、一般財団法人化を念頭に
　独自に検討が進められた。

市が出資し、特に公益性の高い外郭団体である、財団法人岡
谷市振興公社と財団法人岡谷市国際交流協会の合併と公益法
人への移行について、県との調整等を行った。
・合併契約日：平成23年 9月 1日
・認可申請日：平成23年10月 7日
・合併認可日：平成23年11月15日
・合併日　　：平成24年 3月 1日

※国際交流協会は岡谷市振興公社へ吸収合併となり、岡谷市
国際交流センターとして岡谷市振興公社の組織の一部となっ
た。

５．市民総参加のまちづくりの推進

項目 取組内容 関係課 H21年度実施内容 H22年度実施内容 H23年度

57

市民総参加
のまちづく
り基本条例
の推進

平成16年10月に施行した
「岡谷市市民総参加のまち
づくり基本条例」に基づ
き、市民と市との協働によ
り各種事業の推進を図りま
す。特に懇話会や提案事業
等、市民意見の市政への反
映に努めます。

企画課

・岡谷まちづくりマネージメント事業
　まちづくりマネージャー3名採用：企画課、環境課
                                 工業振興課
・明日の岡谷をともに創る提案事業
　参加者：4名　提案：2件（岡谷検定ほか）予算化：2件
・子ども会議
　岡谷北部中学生16名　提案：3件
　　　　　　　　　　　　　　　（シルキーバスほか）
・マンガ岡谷市政
　岡谷東高校文芸部13名
　　子どもの朝食を題材に作成中

・岡谷まちづくりマネージメント事業
　まちづくりマネージャー3名採用：産業振興戦略室
　　　　　　　　　　　　　　　　 商業観光課
                                 都市計画課
・子ども会議
　参加者：岡谷北部中学生8名　　提案：3件（諏訪湖湖周
　改革など）
・マンガ岡谷市政
　岡谷東高等学校文芸部13名
　　子どもの朝食を題材に作成　市内小中学校へ配布
　岡谷西部中学校文化部5名
　　天竜川を題材に作成中

・岡谷まちづくりマネージメント事業
　まちづくりマネージャー6名：
　　ブランド推進室、環境課、産業振興戦略室、
　　商業観光課、工業振興課、都市計画課
・マンガ岡谷市政
　岡谷西部中学校文化部5名
　　天竜川を題材に作成し、岡谷西部中学校文化祭、
　　まちづくりウォーキング事業、各小中学校へ配布した

58
審議会等に
おける女性
委員の登用

審議会等への女性の登用、
拡大に努めます。

企画課

・審議会等委員における女性比率を把握
・定期的な数値管理により女性登用を推奨
・「男女共同参画おかやプランⅣ」の策定
・実績：33.0%（目標35.0%　平成21年度）

・審議会等委員における女性比率を把握
・定期的な数値管理により女性登用を推奨
・「男女共同参画おかやプランⅣ」の推進
・実績：32.6%（目標40.0%　平成26年度までに）

・審議会等委員における女性比率を把握
・定期的な数値管理により女性登用を推奨
・「男女共同参画おかやプランⅣ」の推進
・実績：33.5%（目標40.0%　平成26年度までに）

外
郭
団
体
等
の
経
営
改
善
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行財政改革プラン中期実施計画（H21-23）の取組状況（詳細）

６．その他の取り組み

項目 取組内容 関係課 H21年度実施内容 H22年度実施内容 H23年度

59

監査結果の
住民への公
表及び監査
機能の強化

引き続き監査の結果等を
ホームページ等に掲載し、
市民への情報公開を推進す
るとともに、監査機能の充
実強化を図ります。

監査委員事務
局

・監査結果の公表（市ホームページ）
　定例監査、決算審査、行政監査、工事監査、
　財政援助団体等監査
・監査機能の充実、強化
　 監査委員3名を配置
　（識見監査委員2名、議選監査委員1名）
　　事務局職員による指導的な予備監査
　　未収金の収納状況調査（毎月）
　　行政監査の実施（個人情報の取り扱い）

・監査結果の公表（市ホームページ）
　　定例監査、決算審査、行政監査、工事監査、
　　財政援助団体等監査
・監査機能の充実、強化
　 監査委員3名を配置
　（識見監査委員2名、議選監査委員1名）
　　事務局職員による指導的な予備監査
　　未収金の収納状況調査（毎月）
　　行政監査の実施（備品の適正な管理について）

・監査結果の公表（市ホームページ）
　　定例監査、決算審査、行政監査、工事監査、
　　財政援助団体等監査、年間監査計画
・監査機能の充実、強化
　  監査委員3名を配置（識見2名、議選1名）
　　事務局職員による指導的な予備監査(53箇所）
　　未収金の収納状況調査（毎月）
　　行政監査の実施（各種団体等の事務局の取扱について）
　　工事監査の実施

60
財政援助団
体等の会計
監査

一定額以上の補助金を交付
している団体等を含む外郭
団体等を対象にした会計監
査を引き続き実施し、より
適正で効果的な補助金等の
執行を促進します。

監査委員事務
局

　補助金等交付団体、出資団体を対象に、H20年度の出納・
事務執行状況の監査を実施
・財団法人 岡谷市振興公社
・岡谷ＴＭＯ

　補助金等交付団体、出資団体を対象に、H21年度の出納・
事務執行状況の監査を実施
・岡谷・下諏訪シルバー人材センター
・諏訪湖勤労者福祉サービスセンター

　補助金等交付団体、出資団体を対象に、H22年度の出納・
事務執行状況の監査を実施
・シンコースポーツ㈱
・岡谷商工会議所

61
健全化判断
比率等の審
査

財政健全化法に基づく指標
の審査については、その算
定に用いる計数の正確性や
事務経営の効率性について
審査の充実を図ります。

監査委員事務
局

・経営健全化審査
　　以下の会計について、資金不足比率等を記載した書類が
適正に作成されているか審査
　　・岡谷市病院事業会計
　　・岡谷市水道事業会計
　　・岡谷市下水道事業会計
　　・岡谷市温泉事業会計
・財政健全化審査
　実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将
　来負担比率等を記載した書類が適正に作成されているか
　審査

・経営健全化審査
　以下の会計について、資金不足比率等を記載した書類が
　適正に作成されているか審査
　　・岡谷市病院事業会計
　　・岡谷市水道事業会計
　　・岡谷市下水道事業会計
　　・岡谷市温泉事業会計
・財政健全化審査
　実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将
　来負担比率等を記載した書類が適正に作成されているか
　審査

・経営健全化審査
　以下の会計について、資金不足比率等を記載した書類が
　適正に作成されているか審査
　　・岡谷市病院事業会計
　　・岡谷市水道事業会計
　　・岡谷市下水道事業会計
　　・岡谷市温泉事業会計
・財政健全化審査
　実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将
　来負担比率等を記載した書類が適正に作成されているか
　審査

62

バランス
シートや行
政コスト計
算書等の公
表

ホームページや広報、情報
公開コーナー等を通じて新
地方公会計制度に基づく連
結財務書類4表を公表しま
す。

財政課

・新地方会計制度に基づき、連結財務諸類4表を12月公表
（岡谷市土地開発公社、一部事務組合、第3セクター等に
　ついても対象）
・市民向けにわかりやすく解説した記事を、ホームページ
　で公表
・売却可能な資産について、時価評価を実施し、予算計上
　した

・新地方会計制度に基づき、連結財務諸類4表を12月公表
（岡谷市土地開発公社、一部事務組合、第3セクター等に
　ついても対象）
・市民向けにわかりやすく解説した記事を、ホームページ
　で公表
・売却可能な資産について、時価評価を実施し、資産計上
　し、今年度から3年間計画で行政財産の資産評価を開始
　した。

・新地方会計制度に基づき、連結財務諸類4表を3月公表
（岡谷市土地開発公社、一部事務組合、第3セクター等に
　ついても対象）
・市民向けにわかりやすく解説した記事を、ホームページ
　で公表
・売却可能な資産について、時価評価を実施し、資産計上
　し、今年度から3年間計画で行政財産の資産評価を開始
　した。
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