












 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
     
 

 
 

 

 

 

 

 

平成２４年２月 
 

 



１  歳入確保のための取り組み

１）市税及び国民健康保険税の収入確保

事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

1

市税等収納率の向上
・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。

税務課

市税収納率（現年分）
（平成２２年度　　９８．1％）

98.2% 98.3% 98.4% 98.5%

国民健康保険税収納率（現年分）
（平成２２年度　　９３.１％）

93.2% 93.3% 93.4% 93.5%

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、あらゆる機会を通じて納税者の意識
の高揚により自主納税の推進を図ります。

実施 実施 実施 実施 税務課

3

期限内納付率の向上
・従来からの口座振替に加え、コンビニエンスストア及
びクレジット納付の推進により、期限内納付率の向上に
努めます。

実施 実施 実施 実施 税務課

4
長野県地方税滞納整理機構の活用
・滞納整理機構へ職員を派遣するとともに、高額、悪質
滞納者は機構へ移行し、積極的な徴収に努めます・

実施 実施 実施 実施 税務課

5

地域経済活性化に向けての産業振興施策の推進
・市内企業の受注増、新製品・新技術等の開発、円滑な
資金調達及び市内商店街等の空き店舗の活用に対する積
極的な支援になど、産業振興施策の推進により税収確保
に努めます。

推進 推進 推進 推進
工業振興課
商業観光課

6

工場用地の確保や企業誘致への取組み
・首都圏産業振興活動拠点の設置による、積極的な企業
誘致活動や支援制度の充実、工場用地の確保による市内
企業の流出防止対策を行うことにより税収の確保に努め
ます。

推進 推進 推進 推進 産業振興戦略室

２）使用料・手数料等の収入確保と見直し

事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

7
使用料等収納率の向上
・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。

保育料（現年分）
（平成２２年度   ９９．３％）

99.4% 99.5% 99.6% 99.7% 子ども課

住宅使用料収納率（現年分）
  （平成２２年度   ９７．２％）

97.3% 97.4% 97.5% 97.6% 都市計画課

学童クラブ使用料収納率（現年分）
  （平成２２年度   ９７．１％）

97.2% 97.3% 97.4% 97.5% 生涯学習課

8

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。

全面見直し
財政課
全庁

行財政改革プラン長期実施計画（平成２４年度～平成２７年度）

新規取組み項目

これまでに実施している取り組みで、

新たに実施計画に盛り込んだ項目

中期実施計画より継続する取組み
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事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

9
使用料減免制度の見直し
・減免制度を見直し、適正な受益者負担を図ります。

全面見直し
財政課
全庁

10
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。

全面見直し
財政課
全庁

11
第３子以降の保育料検討
・第３子以降の保育料について、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。

検討 推進 推進 実施 子ども課

12
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。

実施 実施 実施 実施 健康推進課

13
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。

実施 実施 実施 実施 土木課

３）その他の歳入確保のための取り組み

事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

14
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、ホームページ等への有
料広告の掲載は対象を拡げ引き続き実施します。

実施 実施 実施 実施
広報情報課
全庁

15
市施設等への広告の掲示
・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。

実施 実施 実施 実施
財政課
全庁

16
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。

検討 推進 推進 推進
企画課
全庁

17
公有財産の活用
・売却及び貸付等を含め公有財産を利活用します。

実施 実施 実施 実施 財政課

18
ふるさと寄付金（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。

実施 実施 実施 実施 企画課

19
行政チャンネル（シルキーチャンネル）での広告放送
・シルキーチャンネルのデジタル化に合わせて、有料公
告放送の導入を検討します。

検討 実施 実施 実施 広報情報課

２  歳出の削減に向けた取り組み

１）主要事業の選択

事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

20

投資的事業の選択と財政状況の公表
・事業の選択にあたり、その必要性、緊急性、重要性な
ど総合的に判断し、選択と集中による事業実施と、財政
状況の公表に努めます。

実施 実施 実施 実施
企画課
財政課
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２）事務事業の見直し

事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

21

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。ま
た、評価結果を予算編成に積極的に活用します。

実施 実施 実施 実施 企画課

22
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。

実施 実施 実施 実施
企画課
財政課

23
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。

推進 推進 推進 推進
総務課
全庁

24
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。

推進 推進 推進 推進
都市計画課
全庁

25

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
　　　① 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
　　　② 監査委員による入札監視の実施
　(2) 公正な競争の促進
　　　① 入札及び契約の方法の改善
　　　② 制限付一般競争入札の実施推進
　　　③ 総合評価落札方式の実施推進
　(3) 手続等の合理化
      ① 契約事務手続きの合理化等検討
      ② 電子入札導入の検討

推進 推進 推進 推進 財政課

26
公用車両の効率的な運用
・自転車、バイクの活用による公用車の効率的な運用に
努めます。

推進 推進 推進 推進 財政課

27

委員報酬の支給方法及び審議会・協議会開催方法の検討
・各種委員報酬の支給方法について、県、他市の状況を
参考に検討するとともに、審議会、協議会など効率的な
開催に努めます。

検討 推進 推進 推進
総務課
企画課
全庁

28
近隣市町村との事務の共同化の検討
・事務の共同化によるスケールメリットの研究、導入に
向けた検討を行います。

推進 推進 推進 推進
企画課
広報情報課
全庁

情報システム等の近隣市町村との共同構築の推進 推進 推進 推進 推進 広報情報課

行政チャンネルの近隣市町村との共同導入 実施 － － － 広報情報課

29

予算の重点配分や枠配分の導入
・第４次岡谷市総合計画と重点施策を踏まえ、最重要施
策に集中して予算配分を行い、枠配分方式の予算編成を
導入します。

実施 実施 実施 実施 財政課

30

経常経費の徹底した削減
・節電、節水などによる光熱水費の削減や、事務の効率
化などによる消耗品費・印刷製本費など経常経費の一層
の削減に努めます。

実施 実施 実施 実施
財政課
全庁

31
選挙事務の効率化
・投票時間の見直し、投開票時間・職員配置の見直し検
討を進めます。

検討 推進 推進 推進 選挙管理委員会
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事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

32
イベント・各種講座など事業のあり方見直し
・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な開催に努めます。

推進 推進 推進 推進
全庁

３）補助金・負担金の削減

事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

33
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。

全面見直し 全面見直し
財政課
全庁

34
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年の期限付きとします。

実施 実施 実施 実施
財政課
全庁

事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

35
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。

実施 実施 実施 実施
企画課
指定管理者施設
所管課

36

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。

推進 推進 推進 推進
企画課
全庁

37

保育園整備計画の策定、推進
・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、保育園整備計画を策定し、計画的な整
備を推進します。

策定 推進 推進 推進 子ども課

38
小中学校通学区の見直しの検討
・子ども達が安全に健全な成長を育むため、より適正な
通学区域の検討を進めます。

検討 検討 検討 方針決定 教育総務課

39

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、不要と判断された教員住宅を
整理します。

推進 推進 推進 推進 教育総務課

40

公共施設の長寿命化計画の推進
・公共施設の長寿命化計画の推進により、長期的な維持
管理に努め、施設の長寿命化による更新コスト削減を図
ります。

実施 実施 実施 実施
都市計画課
全庁

41

都市計画道路の見直し
・社会情勢や土地利用などが変化してきている中、都市
計画道路の必要性も変化しており、その検証を踏まえた
見直しを行います。

検討 検討 検討 実施 都市計画課

42
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。

実施 実施 実施 実施 図書館

43

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。

検討 推進 推進 推進
企画課
支所・公民館

44

ファシリティマネジメント導入の検討
・公的資産の長期的、経営的視点での経営管理手法で行
うファシリティマネジメントについて導入に向けた研究
を行います。

検討 推進 推進 推進
企画課
全庁

４）公共施設の管理運営の効率化等
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事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

45

改正PFI法活用の検討
・公共施設の建設、維持管理、運営等を民間資金や経営
能力、技術的能力を活用して行う、PFI法について、先進
地の事例研究など導入に向けた検討を行います。

検討 推進 推進 推進
企画課
全庁

46
市役所窓口の民間委託導入の検討
・各課窓口業務の事務などについて、民間委託導入に向
けた調査研究を行います。

検討 推進 推進 推進 全庁

47

湖周ごみ処理施設の建設
・ごみ処理施設整備事業の実施に向け、湖周行政事務組
合との調整を図り、より効率的で効果的な建設に向けた
取り組みを行います。

実施 実施 実施 実施 環境課

48
岡谷駅前出張所の見直し
・本庁舎の時間延長や休日対応に向けた検討を行うとと
もに、出張所のあり方について検討を行います。

検討 推進 推進 推進
総務課
市民生活課

49

学校給食の効率的なあり方の検討
・食育の推進等に配慮し、一層の充実を図るとともに、
小中学校の学校給食は自校方式を基本としながらも、さ
らなる効率的な運営方法について研究を進めます。

検討 推進 推進 推進 教育総務課

50
岡谷太鼓道場の指定管理者制度導入の検討
・太鼓道場の管理運営について、指定管理者導入に向け
た検討を行います。

検討 推進 実施 商業観光課

51
施設管理等の民間委託、指定管理者制度導入の検討
・管理業務等の民間委託、指定管理者制度の導入可能な
施設の検討を進めます。

検討 推進 推進 推進
生涯学習課
工業振興課
全庁

52

新消防庁舎の建設
・諏訪広域消防本部、指令センターを含めた、岡谷消防
庁舎の効率的で効果的な建設に向けた取り組みを行いま
す。

実施 実施 実施 － 消防課

３  簡素で効率的な行政運営

１）組織及び職員数等の見直し

事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

53

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。また、国の制度改正や福祉業務など、多様化する
市民ニーズにも考慮した、柔軟な対応に努めます。

実施 実施 実施 実施 企画課

54

定員適正化計画の推進（職員数の削減）
・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
ては、平成１７年度を基準年度として、平成２７年度ま
でに１００人の削減を基本としながらも、多様化する市
民ニーズへの対応や各種施策や計画の動向も考慮し、柔
軟な対応に努めます。
・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。

△６人 △４人 △４人 △１０人
総務課
企画課

55

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。

実施 実施 実施 実施
総務課
企画課

56
行政機関等の共同設置に関する研究・検討
・各行政機関の広域での共同設置の研究を行います。

検討 推進 推進 推進
企画課
総務課

57
広域消防の一元化
・諏訪広域消防の一元化に向けた取り組みを推進しま
す。

推進 推進 推進 実施 消防課
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２）職員給与の適正化

事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

58

給与制度の改革
・職員の士気を確保しつつ、職務・職責や勤務実績に応
じた給与制度の実現を目指します。また、国や県、他市
の動向などを注視し、更なる給与適正化への取り組みを
行います。

実施 実施 実施 実施 総務課

59
給与水準の適正化
・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、適正化に努めます。

実施 実施 実施 実施
総務課

３）人材育成と意識改革

事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

60

職員研修の充実
・人材育成の直接的な手法である職員研修は、「自主研
修」「職場研修」「職場外研修」から構成されており、
それぞれの特性を踏まえ、研修内容の充実や連携を図
り、総合的な能力開発を推進します。

実施 実施 実施 実施 総務課

61

職員の意識改革の取り組み
・市民ニーズの多様化や厳しい財政状況に対応するた
め、具体的に改革を推進する職員の意識改革に取り組
み、さらなる行財政改革の推進に努めます。

実施 実施 実施 実施 総務課

62

人材育成の推進
・「岡谷市職員人材育成基本方針」を基本に、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人材育成を推進しま
す。

実施 実施 実施 実施 総務課

４）効果的・効率的な市民サービスの提供に向けて

４）-１　市民サービスの充実

事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

63

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、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。また、情報発信手段について
は、時代に合わせた様々な方法の検討を進めます。

実施 実施 実施 実施 広報情報課

64

地域公共交通の構築
・公共交通を利用する高齢者等の交通弱者にとって使い
やすく、持続可能な交通手段の確保を図ります。

実施 実施 実施 実施

企画課
社会福祉課
商業観光課

４）－２　行政手続の簡素化、改善等

事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

65

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。

実施 実施 実施 実施
総務課
全庁

66
各種申請手続等の簡素化
・各種申請時の添付書類や申請様式の見直しを行い、さ
らに分かりやすく、簡素な手続きに努めます。

推進 推進 推進 推進
広報情報課
全庁

67
窓口サービスの時間延長
・午後５時１５分以降の時間延長については、職員体制
等を総合的に勘案しながら検討します。

検討 推進 推進 推進
企画課
全庁

68

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。

実施 実施 実施 実施
総務課
全庁
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４）-３　情報化の推進

事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

69

岡谷市情報化推進ビジョンの推進
・高度情報化社会に対応した基盤整備の推進を図り、行
政の効率化、高度化及び市民サービスの向上に向けた取
り組みを推進します。

推進 推進 推進 推進 広報情報課

70

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。

推進 推進 推進 推進 広報情報課

71
GIS導入による有効活用
・庁内検討会において、様々な活用方法の研究を行い有
効活用に努めます。

推進 推進 推進 推進 広報情報課

72

スレートＰＣ活用事業の推進
・スレートＰＣを活用した、業務の効率化の検討を行
い、導入に向けた取組みを進めます。

推進 推進 推進 推進 広報情報課

73

自治体クラウドの活用研究、検討
・一部の業務では既に導入が進んでいるクラウドについ
て、さらに導入が可能な業務の選定や活用について検討
を進めます。

推進 推進 推進 推進 広報情報課

74
情報システム等の管理運営方法の見直し検討
・通常の情報システム管理運営などについて民間委託の
導入を検討します。

推進 推進 推進 実施 広報情報課

75
メールマガジンの有効活用
・メールマガジンを活用した、健康診断、予防接種など
各種情報発信の導入を検討します。

推進 推進 推進 推進
広報情報課
子ども課
健康推進課

４  公営企業、外郭団体等のあり方

１）水道事業・下水道事業の経営健全化

事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

76
収納率の向上
・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。

水道課

水道料収納率（現年分）
（平成２２年度   ９９．０％）

99.1% 99.2% 99.3% 99.4%

下水道使用料収納率（現年分）
（平成２２年度   ９９．１％）

99.3% 99.4% 99.5% 99.6%

77
収入の安定確保と収納手続の利便性の向上
・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。

水道課

水道料口座振替率
（平成２２年度   ８３．５％）

83.6% 83.7% 83.8% 83.9%

下水道使用料口座振替率
（平成２２年度   ８４．３％）

84.4% 84.5% 84.6% 84.7%

78
上下水道料金の見直し
・水道料金及び下水道使用料については、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。

実施
（下水道使用料）

実施
（水道料金）

実施
（下水道使用料）

水道課
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事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

79
上下水道事業の見直し
・水道事業及び下水道事業の事務事業の全般について見
直し、効率的な経営に努めます。

推進 推進 推進 推進 水道課

80

水道施設の計画的な整備、更新等
・水道事業基本計画に基づき水源等の再構築を進めるほ
か、水道施設の整備、更新について、計画的に取り組
み、維持管理経費の節減に努めます。

推進 推進 推進 推進 水道課

81

下水道長寿命化の推進
・下水道施設については、長寿命化計画の策定、推進に
取り組み、管路施設のライフサイクルコストの低減化を
図ります。

実施 実施 実施 実施 水道課

２）病院事業の経営健全化

事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

82 公立病院改革プランの推進 評価 － － － 新病院建設室

83

病院事業の経営健全化
・思いやりを基本理念とし、心温まる患者サービスを提
供し、地域の人々に信頼され、親しまれる新病院の建設
に向け、病院事業の経営の健全化を推進します。

推進 推進 推進 推進 庶務課

84

定員適正化計画の推進
・効率的な企業経営を行うため業務の見直しや改善を行
い、経営上必要な職員を確保するとともに、職種による
専門化を進めます。

推進 推進 推進 推進 庶務課

85
新病院の建設
・岡谷市民病院の基本理念の考え方に基づき、効率的で
効果的な医療環境整備に向けた取り組みを行います。

実施 実施 実施 実施 新病院建設室

３）外郭団体等の経営改善に向けて

事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

86

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、経営の健全化を図ります。

推進 推進 推進 推進 全庁

87

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。

推進 推進 推進 推進 全庁

88
外郭団体のあり方検討
・外郭団体の設置目的を検証し、今後の団体のあり方や
運営方法について検討を行います。

推進 推進 推進 推進
企画課
全庁

89
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、法人のあり方検討を行います。

実施 実施 － －
企画課
全庁
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５．市民総参加のまちづくりの推進

１）市民と市の協働による市民総参加のまちづくり推進

事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

90

市民総参加のまちづくり基本条例の推進
・「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。

推進 推進 推進 推進
企画課
全庁

91
市政懇談会の充実
・回数、会場、対象等を検討し、参加者数の増に努めま
す。

実施 実施 実施 実施 広報情報課

92
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、拡大などに努め、男女共同
参画社会を推進します。

推進 推進 推進 推進
企画課
全庁

２）地域コミュニティ活動の活性化

事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

93

区との連携強化
・区や自治会の各種団体が、地域の活性化や連帯感を醸
成するための活動に自主的、自発的に取り組むことがで
きるよう、情報提供や支援に努めます。

実施 実施 実施 実施 広報情報課

６．その他の取り組み

事業
番号

取り組む内容 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 担当課

94

監査結果の住民への公表及び監査機能の強化
・引き続き監査結果等をホームページ等に掲載し、その
内容についても見やすく、分かりやすいものとするな
ど、市民目線にたった情報公開を推進するとともに、監
査機能の強化についても、内部統制機能の充実強化と併
せて取り組みます。

実施 実施 実施 実施 監査委員事務局

95

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。

実施 実施 実施 実施 監査委員事務局

96

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。

実施 実施 実施 実施 監査委員事務局

97

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。

実施 実施 実施 実施 財政課

【長期実施計画の内容】

●新規取り組み項目→11項目

●新規ではないが追加した項目→30項目

※現在も一部実施や検討しているが、実

施計画に反映されていなかったもので、

今後、より具体的で積極的な計画とする

ため盛り込んだ項目

●継続して取り組む項目→56項目

【項目説明】

●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んでいるもの

●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

●方針決定→平成２７年度は本プランの最終年度となるこ

とから、検討内容についても、一定の方針決
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