
行財政改革プラン短期実施計画（H18-20）の取組状況（詳細） 平成21年6月
企画課

１  歳入確保のための取り組み

項目 取組内容 関係課 H18年度実施内容 H19年度実施内容 H20年度実施内容

公平な負担を確保するため
にも、収納率の向上をめざ
し、3ヵ年ごとに数値目標を
設定します。

・滞納整理強化月間
・嘱託徴収員による夜間訪問徴収
・悪質滞納者、外国人滞納者に対する給与等
　差し押さえ
・納税困難者対応（執行停止、分納指導等）
・市報等による納税ＰＲ

・滞納整理強化月間
・嘱託徴収員による夜間訪問徴収
・悪質滞納者、外国人滞納者に対する給与等
　差し押さえ
・納税困難者対応（執行停止、分納指導等）
・市報等による納税ＰＲ
・差押財産のインターネット公売（45千円）

・悪質滞納者対応（債権・動産・不動産の差
　押や公売）
・納税困難者対応（徴収猶予、執行停止等）
・徴収指導員（国税局OB）による滞納処分の
　強化
・嘱託徴収員による夜間訪問徴収
・市報等による納税ＰＲ

市税収納率 現年分　98.3%（目標：98.8%） 現年分　98.0%（目標：98.9%） 現年分　98.3%（目標：99.0%）

国民健康保険税収納率 現年分　94.6%（目標：95.3%） 現年分　94.4%（目標：95.4%） 現年分　93.3%（目標：95.5%）

2
滞納整理強
化月間の設
定

電話による納付催告、夜
間・休日訪問徴収等集中的
に行います。

税務課

年4回（5・9・12・3月）実施
・部課長等同行による特別滞納整理
・国保税滞納者に対する来庁納税相談
・市内、市外滞納者訪問徴収

年3回（5・9・12月）実施
・部課長等同行による特別滞納整理
・国保税滞納者に対する来庁納税相談
・市内、市外滞納者訪問徴収

年3回（5・9・12月）実施
・土日・祝日、夜間窓口を設置
・悪質滞納者に対する最終催告、納税誓約
・国保税滞納者に対する来庁納税相談
・市内、市外滞納者に対する訪問徴収

3
納税相談室
の設置

滞納者が安心して徴収職員
と納税相談ができるよう
に、「納税相談室」を設置
し、滞納者の相談等にきめ
細かく対応します。

税務課

・庁舎1階に納税相談室を設置
・職員体制の整備
　滞納処分：正規3、徴収：嘱託6、
　口座等対応：臨時1、窓口対応：臨時1

［参考］
・相談者　年間919人

［参考］
・相談者　年間1,353人

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3ヵ年ごと
に数値目標を設定します。

・新規課税・加入者、窓口納入者へ案内
・納付書発送時に案内
・市報、新聞広告等で案内

・新規課税・加入者、窓口納入者へ案内
・納付書発送時等に案内
・市報、新聞広告等で案内

・新規課税・加入者、窓口納入者へ案内
・納付書発送時等に案内
・市報、新聞広告等で案内

市税口座振替率 61.5%　（目標：62.0%） 63.7%（目標：63.0%） 64.0%（目標：64.0%）

国民健康保険税口座振替率 73.2%　（目標：70.5%） 75.1%（目標：71.0%） 70.1%（目標：71.5%）

公平な負担を確保するため
にも、収納率の向上をめざ
し、3ヵ年ごとに数値目標を
設定します。

収入未済額（17-18決算比較）
・保育料（累積額）
　25,417千円（＋680千円）
・住宅使用料（現年分）
　 4,817千円（△ 73千円）

収入未済額（18-19決算比較）
・保育料（累積額）
　23,355千円（△2,062千円）
・住宅使用料（現年分）
　 3,448千円（△1,369千円）

収入未済額（19-20決算比較）
・保育料（累積額）
　20,769千円（△2,586千円）
・住宅使用料（現年分）
　 3,834千円（＋386千円）

保育料収納率 現年分　99.2%　（目標：99.5%） 現年分　98.7%（目標：99.5%） 現年分　99.3%（目標：99.5%）

住宅使用料収納率 現年分　95.9%　（目標：95.6%） 現年分　97.1%（目標：95.8%） 現年分　96.8%（目標：96.0%）

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3ヵ年ごと
に数値目標を設定します。

・新規入園者、新規入居者、窓口納入者へ案
　内
・納付書発送時に案内
・市報、新聞広告等で案内

・新規入園者、新規入居者、窓口納入者へ案
　内
・納付書発送時に案内
・市報、新聞広告等で案内
・滞納分を口座振替により分納

・新規入園者、新規入居者、窓口納入者へ案
　内
・納付書発送時に案内
・市報、新聞広告等で案内
・滞納分を口座振替により分納

保育料口座振替率 92.0%　（目標：91.0%） 92.7%（目標：91.0%） 93.9%（目標：91.0%）

住宅使用料口座振替率 84.0%　（目標：84.4%） 82.3%（目標：84.8%） 80.0%（目標：85.0%）
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行財政改革プラン短期実施計画（H18-20）の取組状況（詳細） 平成21年6月
企画課

項目 取組内容 関係課 H18年度実施内容 H19年度実施内容 H20年度実施予定

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、3年ご
とに全面見直しを行いま
す。

財政課

H20年度予算編成において、受益者負担の原則
に基づき、社会・経済情勢に合わせて全面見
直し
・各施設、各使用料の格差是正
・営利、非営利使用の格差拡大（1.5倍→3倍）

H20年度より使用料・手数料を変更
・使用料・手数料収入額　＋8,653千円
　（19-20予算比較）
・見直し対象　17件

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。ま
た、使用料が無料となって
いる場合は、その見直しを
行います。

財政課

H18年度より使用料を変更
・使用料等収入額（17-18決算比較）
　No.10　諏訪湖ハイツ入浴料 ：＋7,506千円
　No.11　第3子以降保育料　　：＋3,092千円
　（保育料軽減額が3,092千円削減）
　No.13　学童クラブ使用料　 ：＋7,959千円
　勤青ホーム、勤労会館使用料：＋  663千円
　その他（各種減免規定の見直し等）

H20年度予算編成において、使用料・手数料の
見直し（No.7）の一環として実施
・年間使用券（料）の導入、改正
　イルフ童画館、蚕糸博物館、庭球場
・共通入館券の導入
　イルフ童画館、蚕糸博物館、旧林家住宅
・営利、非営利使用の格差拡大（会議室等）
　諏訪湖ハイツ、ｲﾙﾌﾌﾟﾗｻﾞｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ施設、
　太鼓道場、勤労会館、生涯学習館
・施設間の格差是正（会議室等）
　諏訪湖ハイツ、ｲﾙﾌﾌﾟﾗｻﾞｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ施設、
　生涯学習館
・実費徴収金（冷暖房料金）の改正
　テクノプラザおかや、公民館、生涯学習館
・その他
　文化会館、駅前自家用車整理場、塩嶺野外
　活動センター

H20年度より使用料を変更
・使用料収入額（19-20予算比較）
　諏訪湖ハイツ　　　　 ：＋　456千円
　ｲﾙﾌﾌﾟﾗｻﾞｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ施設：△　 38千円
　太鼓道場　　　　　　 ：　　　　0円
　文化会館　　　　　 　：＋　300千円
　駅前自家用車整理場 　：＋　146千円
　イルフ童画館　　　　 ：＋　 50千円
　勤労会館　　　　　　 ：　　　　0円
　テクノプラザおかや 　：＋　754千円
　公民館　　　　　　　 ：＋　  3千円
　生涯学習館　　　　　 ：＋3,466千円
　塩嶺野外活動センター ：＋　328千円
　蚕糸博物館　　　　　 ：＋　 50千円
　旧林家住宅　　　　　 ：＋　 27千円
　庭球場　　　　　　　 ：＋　400千円

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

・家庭ごみ等の有料化に向けて検討
　2市1町（岡谷市・諏訪市・下諏訪町）にお
　いて、早期の実施を目指して検討中
・実施予定時期
　岡谷市、下諏訪町：H22年4月
　諏訪市　　　　　：H21年4月

・家庭ごみ等の有料化に向けて検討
　実施予定時期（H22年4月）について庁内で
　意見統一
・実施予定時期
　岡谷市、下諏訪町：H22年4月
　諏訪市　　　　　：H21年4月

・環境市民会議おかやによる検討
　有料化の手法や市民負担等について検討し
　市長に提言書を提出
・市内21地区住民意見聴取会の開催
　市民の意見・要望を聴取
・環境市民会議おかやによる再検討
　聴取会の意見を受けて再検討し、市長に最
　終提言書を提出
・環境審議会による検討

10
諏訪湖ハイ
ツ入浴料の
見直し

65歳以上の高齢者の大浴場
及び福祉風呂の使用料を100
円とし、時間制限を撤廃し
ます。中学生以上の大浴
場・福祉風呂の使用料は400
円とします。敬老の日、勤
労感謝の日は無料入浴の日
とします。

社会福祉課

H18年度より使用料を変更
使用料収入額　＋7,506千円（17－18決算比
較）
・大浴場、福祉風呂使用料
　65歳以上100円、中学生以上400円
・無料入浴の日：敬老の日、勤労感謝の日
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行財政改革プラン短期実施計画（H18-20）の取組状況（詳細） 平成21年6月
企画課

項目 取組内容 関係課 H18年度実施内容 H19年度実施内容 H20年度実施予定

11
保育料第３
子以降無料
化の見直し

3歳以上児の第3子以降無料
化については所得制限を導
入し、保育料徴収階層の第3
階層以下の低所得世帯を対
象とします。未満児の第3子
以降無料化については3歳以
上児と同様に実施します。

子ども課

H18年度より保育料を変更
保育料軽減額　△3,092千円（17－18決算比
較）
・所得税非課税世帯：第3子保育料は無料
・所得税課税世帯　：第3子保育料を有料化
　（激変緩和策で、保育料の90％を減免）

12

成人・老人
健康診査事
業検診料一
部負担金の
見直し

老人保健法の改正の動向等
を見ながら、検診内容も含
めて見直しを行います。

健康推進課

H18年度より一部負担金を変更
負担金収入額　＋376千円（17－18決算比較）
・各種検診の一部負担金
　1,600円（＋200円）
　市民税非課税世帯等は無料

H20年度に向けて、検診内容・一部負担金を見
直し
・検診内容の見直し
　肝炎ウィルス検査の廃止
　腹囲測定の追加（生活習慣病予防）

H20年度より、特定検診の実施に伴い検診内
容・一部負担金を変更
・各種がん検診の一部負担金
　委託料の3割（一部項目を除く）
　70歳以上、市民税非課税世帯等は無料
・有効性の観点から検診内容を見直し

13
学童クラブ
使用料の新
設

学校登校日に係る使用料
は、所得階層別による月額
800円から3,000円としま
す。学校休業日に係る使用
料は、使用時間に関係なく1
日600円とします。

生涯学習課

H18年度より使用料を新設
使用料収入額　＋7,959千円（17－18決算比
較）
・学校登校日：800円～3,000円／月
　　　　　　（所得階層別に設定）
・学校休業日：600円／日（一律）

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、ホームページへの有料
広告の掲載を検討・実施し
ます。

15
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、需要動向を含め
て検討します。

・広告料収入額　2,559千円（H19決算額）
　納税通知書封筒　　　　　　 ：　105千円
　市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　　　　　　　　 ：　139千円
　広報おかや　　　　　　　　 ：1,176千円
　ごみ収集ｶﾚﾝﾀﾞｰ　　　　　　 ：　300千円
　福祉ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 　　　　　　 ：　110千円
　検診日程表　　　　　　　　 ：　150千円
　ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞおかやﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　　 ：　 96千円
　庁内共用封筒　　　　　　　 ：　280千円
　こどものくに絵本ｱﾄﾞﾊﾞｲｽﾌﾞｯｸ：　　5千円
　庁舎玄関マット　　　　　　 ：　  6千円
　ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞおかやﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 　 　：  192千円

・無償提供による広告入り封筒を窓口で使用
　使用場所　　：市民課、駅前出張所、支所
　提供者　　　：（株）郵宣協会
　使用枚数　　：25,300枚
　経費削減額　：87千円（購入価格と比較）

・広告料収入額　1,555千円（H20決算額）
　納税通知書封筒　　　　：105千円
　市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　　　　　  ：160千円
　広報おかや（1ヶ月分） ：105千円
　※広報作成業務の外部委託に伴い、11ヶ月
　　分の広告料（200千円×11月）は委託料と
　　相殺したため収入減
　ごみ収集ｶﾚﾝﾀﾞｰ　　　　：450千円
　検診日程表　　　　　　：150千円
　特定検診等封筒　　　　：120千円
　ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞおかやﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： 96千円
　庁内共用封筒　　　　　：　  0円
　庁舎玄関マット　　　　：128千円
　公用車両　　　　　　　：151千円
　ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞおかやﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ： 90千円
・無償提供による広告入り封筒を窓口で使用
　使用場所　　：市民課、駅前出張所、支所
　提供者　　　：（株）郵宣協会
　使用枚数　　：13,000枚
　経費削減額　：45千円（購入価格と比較）

H18年度より有料広告の掲載を開始
・広告料収入額　420千円（H18決算額）
　市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　　　　　　： 10千円
　広報おかや　　　　　　： 84千円
　ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞおかやﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： 72千円
　公用車両　　　　　　　： 36千円
　ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞおかやﾈｯﾄﾌｪﾝｽ ：218千円

・無償提供による広告入り封筒を窓口で使用
　使用場所　：市民課、駅前出張所、支所
　提供者　　：（株）郵宣協会
　使用枚数　：6,300枚
　経費削減額：21千円（購入価格と比較）

総務課
広報情報課
財政課
税務課
市民生活課
環境課
社会福祉課
健康推進課
工業振興課
会計課
子ども課
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行財政改革プラン短期実施計画（H18-20）の取組状況（詳細） 平成21年6月
企画課

２  歳出の削減に向けた取り組み

項目 取組内容 関係課 H18年度実施内容 H19年度実施内容 H20年度実施予定

16
行政評価シ
ステムの構
築

行政評価システムの構築を
進め、事務事業評価に加え
て施策評価を実施します。
施策評価により、各事務事
業の優先順位付け、事務事
業の休廃止の検討を行いま
す。また、施策評価の実施
に併せて、より信頼性の高
い評価とするため、外部評
価を導入します。

企画課

・事務事業評価（H17年度実施の702件）
　事後評価、全件公表
・施策評価（H17年度実施の115件）
　事後評価、全件公表／H18年度本格実施
　集合研修、個別指導（ヘルプデスク）
・外部評価（教育分野の19件）
　行政評価外部評価委員会（H18年8月設置、
　委員15人）が市民の視点で評価（全6回）
　市長に報告書を提出、報告書公表

・事務事業評価（H18年度実施の676件）
　事後評価、全件公表
・施策評価（H18年度実施の114件）
　事後評価、全件公表
　個別指導（ヘルプデスク）
・外部評価（福祉分野の12件）
　外部評価委員会（委員15人）が市民の視点
　で評価（全6回）
　市長に報告書を提出、報告書公表

・事務事業評価（H19年度実施の626件）
　事後評価、全件公表
・施策評価（H19年度実施の110件）
　事後評価、全件公表
　個別指導（評価表の添削指導）
・外部評価（評価対象は委員会が決定）
　外部評価委員会（委員14人）が市民の視点
　で評価（全6回）
　市長に報告書を提出、報告書公表

17
職員提案制
度の活性化

職員提案の活性化に向けて
職員提案制度を段階的に見
直します。

総務課

・提案：25件
　採用： 4件（銅賞4件）
・募集テーマの設定
・褒賞額の見直しを検討

・提案：42件
　採用： 2件（銅賞2件）
・募集テーマの設定
　一般提案、ゼロ予算提案
・褒賞額の改正
　金賞5,000円、銀賞3,000円、銅賞2,000円、
　努力賞1,000円、参加賞500円
・表彰方法の変更
　4/1に全職員の前で表彰

・提案：32件
　採用： 5件（銀賞1件、銅賞4件）
・募集テーマの設定
　自由提案、ゼロ予算提案
・審査方法の改善
　審査基準の一部見直し、匿名による提案の
　廃止、書類審査の配点の見直し

18

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

・岡谷駅南土地区画整理事業で、整地工事の
　盛土材料に県道舗装打ち替えの残土（路盤
　材）を使用
　経費削減額　300千円

・側溝設置に伴う民地側の帯コンクリートを
　極力省略

・側溝整備に伴うグレーチング（溝蓋）の設
　置間隔を広くし、設置枚数を削減
　経費削減額　1,200千円

・工事発注計画に基づき、他の占用施設と施
　行時期を調整し、舗装費用を削減

・東町線整備事業で、整地工事の盛土材料に
　現場発生土を使用
　経費削減額　950千円
・神明保育園大規模修繕工事の実施設計で、
　外壁面を単純化（雨仕舞性能の向上、外装
　仕上面積・施行手間の削減）
・側溝設置に伴う民地側の帯コンクリートを
　極力省略
　経費削減額　6,000千円
・側溝整備に伴うグレーチング（溝蓋）の設
　置間隔を広くし、設置枚数を削減
　経費削減額　2,800千円

・工事発注計画に基づき、他の占用施設と施
　行時期を調整し、舗装費用を削減
・幅員4m未満の市道の排水施設は（側溝では
　なく）暗渠扱いとし、工事費を削減

・神明保育園大規模修繕工事で、外壁面を単
　純化（雨仕舞性能の向上、外装仕上面積・
　施行手間の削減）

・側溝設置に伴う民地側の帯コンクリートを
　極力省略
　経費削減額　400千円
・側溝整備に伴うグレーチング（溝蓋）の設
　置間隔を広くし、設置枚数を削減
　経費削減額　1,600千円
・通行量を考慮してグレーチング（溝蓋）の
　種類を変更し、工事費を削減
　経費削減額　1,900千円
・工事発注計画に基づき、他の占用施設と施
　行時期を調整し、舗装費用を削減
・幅員4m未満の市道の排水施設は（側溝では
　なく）暗渠扱いとし、工事費を削減

事
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行財政改革プラン短期実施計画（H18-20）の取組状況（詳細） 平成21年6月
企画課

項目 取組内容 関係課 H18年度実施内容 H19年度実施内容 H20年度実施予定

19
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
の公表事項拡大、第3者の意
見を適切に反映させる方策
の実施）②公正な競争の促
進（入札及び契約の方法の
改善、不服等に対する中
立、公正な処理方策の実
施）③手続等の合理化（契
約事務手続の合理化等検
討、契約履行確保のための
執行管理体制の検討、電子
入札導入の検討）

財政課

①透明性の確保
・予定価格の事前公表
・指名業者の事後公表
・公表事項の拡大検討
・第三者意見の適切な反映方法検討
②公正な競争の促進
・多様な入札方式の導入検討
・小規模工事・修繕受注希望者登録制度
　登録21社、発注9件
・不服等への中立・公正な処理方策の検討

③手続き等の合理化
・契約伺いの廃止（H18年12月）
　（決裁時間短縮のため）
・長期継続契約　20件（40,056千円）

①透明性の確保
・予定価格の事前公表
・指名業者の事後公表
・公表事項の拡大検討

②公正な競争の促進
・期限付一般競争入札の導入検討
・新年度業務の業者決定方法の改善（長期継
　続契約を活用した旧年度中の業者決定）
・不服等への中立・公正な処理方策の検討
・小規模工事・修繕受注希望者登録制度
　登録13社、発注81件（4,940千円）
③手続き等の合理化
・工事成績評定の方法検討
・電子入札の導入検討
・長期継続契約　18件（81,469千円）

①透明性の確保
・公表事項の拡大を検討
・ホームページで入札結果を公表

②公正な競争の促進
・制限付一般競争入札の導入検討
　（H21より1,000万円以上の工事で導入）
・小規模工事・修繕受注希望者登録制度の定
　着化に向けた支援
　登録19社、発注26件（4,471千円）

③手続き等の合理化
・電子入札の導入検討（導入見送りを決定）
・長期継続契約　51件（153,883千円）

20
交通災害共
済事業の廃
止

岡谷市交通災害共済事業を
廃止し、県民交通災害共済
に移行します。

市民生活課

H17年度末で岡谷市交通災害共済事業を廃止
H18年度より長野県民交通災害共済へ移行
・加入者数：25,936人
・加入率　：47.5%
・会費収入：8,755,900円

［参考］
長野県民交通災害共済の加入状況（18-19比
較）
・加入者数：30,310人（＋4,374人）
・加入率　：56.0%（＋8.5%）
・会費収入：9,637,400円（＋881,500円）

［参考］
長野県民交通災害共済の加入状況（19-20比
較）
・加入者数：31,380人（＋1,070人）
・加入率　：58.4%（＋2.4%）
・会費収入：10,079,400円（＋442,000円）

21
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

H19年度予算において、補助金・負担金をゼロ
ベースから見直し
補助金・負担金削減額　66,859千円
（18－19予算比較）
・見直し対象：補助金145件、負担金96件
既存の補助金は、補助率が事業費等の1/2以内
になるよう見直し

22
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

サンセット方式により、H18年度末に補助金2
件を廃止
・CAD・CAMシステム導入支援補助金
・新婚世帯定住促進事業補助金
H19年度予算編成で新設する奨励的補助金は、
以下を原則とする
　補助率：事業費の1/2以内、補助期限：3年

サンセット方式により、H19年度末に補助金2
件を廃止
・住宅リフォーム補助金
・地域活性化事業補助金
H20年度予算編成で新設する奨励的補助金は、
以下を原則とする
　補助率：事業費の1/2以内、補助期限：3年

サンセット方式により、H20年度末に補助金2
件を廃止
・住宅新築促進補助金
・わくわくするまちづくり推進事業補助金
H21年度予算編成で新設する奨励的補助金は、
以下を原則とする
　補助率：事業費の1/2以内、補助期限：3年

23
補助金の一
律削減

原則として10％程度の減額
を行います。

財政課

H18年度予算において、義務的・制度的な補助
金・負担金を除き、一律10％削減
負担金・補助金削減額　72,000千円
（17－18予算比較）

補
助
金
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行財政改革プラン短期実施計画（H18-20）の取組状況（詳細） 平成21年6月
企画課

項目 取組内容 関係課 H18年度実施内容 H19年度実施内容 H20年度実施予定

24
指定管理者
制度の導入

岡谷市文化会館（カノラ
ホール）、日本童画美術館
（イルフ童画館）、岡谷市
民水泳プール、岡谷市やま
びこ国際スケートセン
ター、おかや総合福祉セン
ター（諏訪湖ハイツ）、岡
谷市通園訓練施設まゆみ
園、岡谷健康福祉施設（ロ
マネット）、岡谷市勤労青
少年ホーム、岡谷市勤労会
館、岡谷市岡谷駅前広場及
び買物広場、岡谷市岡谷駅
前自転車駐車場、鳥居平や
まびこ公園、高架下公園、
岡谷湖畔公園について、指
定管理者制度を導入しま
す。

企画課

H18年度より12施設に新規導入
・導入施設　13施設
・指定管理料　560,792千円（H18決算額）
　福祉作業所　　　　　　：　8,966千円
　カノラホール　　　　　：147,958千円
　イルフ童画館　　　　　： 50,757千円
　水泳プール　　　　　　： 37,978千円
　やまびこ国際ｽｹｰﾄｾﾝﾀｰ　： 75,754千円
　おかや総合福祉センター：102,732千円
　通園訓練施設まゆみ園　：　8,756千円
　ロマネット　　　　　　：　　　　0円
　勤労青少年ホーム　　　： 12,274千円
　勤労会館　　　　　　　：　1,644千円
　岡谷駅前広場・買物広場： 10,225千円
　岡谷駅前自転車駐車場　：　9,848千円
　都市公園　　　　　　　： 93,900千円
・導入効果額（15～17決算平均-18決算比較）
　施設維持管理経費削減額　16,243千円

［参考］
・導入施設　13施設
・指定管理料　564,633千円（H19決算額）
　福祉作業所　　　　　　：　9,170千円
　カノラホール　　　　　：151,458千円
　イルフ童画館　　　　　： 55,257千円
　水泳プール　　　　　　： 38,948千円
　やまびこ国際ｽｹｰﾄｾﾝﾀｰ　： 73,132千円
　おかや総合福祉センター： 99,890千円
　通園訓練施設まゆみ園　：　8,887千円
　ロマネット　　　　　　：　　　　0円
　勤労青少年ホーム　　　： 12,274千円
　勤労会館　　　　　　　：　1,644千円
　岡谷駅前広場・買物広場： 10,225千円
　岡谷駅前自転車駐車場　：　9,848千円
　都市公園　　　　　　　： 93,900千円

［参考］
・導入施設　12施設
・指定管理料　543,969千円（H20決算額）
　福祉作業所　　　　　　：廃止
　カノラホール　　　　　：151,458千円
　イルフ童画館　　　　　： 50,757千円
　水泳プール　　　　　　： 39,437千円
　やまびこ国際ｽｹｰﾄｾﾝﾀｰ　： 73,132千円
　おかや総合福祉センター： 96,531千円
　通園訓練施設まゆみ園　：　8,753千円
　ロマネット　　　　　　：　　　　0円
　勤労青少年ホーム　　　： 11,524千円
　勤労会館　　　　　　　：　1,644千円
　岡谷駅前広場・買物広場：　6,985千円
　岡谷駅前自転車駐車場　：　9,848千円
　都市公園　　　　　　　： 93,900千円

25

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、岡谷市民水泳プー
ル、岡谷市やまびこ国際ス
ケートセンター以外の体育
施設についても指定管理者
制度の導入を検討します。

スポーツ振
興課
企画課

公共施設のあり方検討（No.26）の一環とし
て、公共施設のあり方検討部会のスポーツ施
設チームで検討し、部会へ方針案を報告
・方針案
　体育館・庭球場・球場・スポーツ広場に
　H21年度より指定管理者制度を導入

公共施設のあり方検討（No.26）の一環とし
て、公共施設のあり方検討市民会議・公共施
設のあり方検討部会で検討し、方針案を決定
・方針案
　体育館・庭球場・球場・スポーツ広場に
　H21年度より指定管理者制度を導入

指定管理者制度の導入準備（H21年4月／市民
総合体育館、市営岡谷球場、市民スポーツ広
場、市営庭球場）
・施設設置条例の改正
・指定管理者の公募
・指定管理者選定審議会による選定
・指定の議決、予算措置

26
公共施設の
あり方の検
討

公共施設の存続、統合、廃
止など各施設のあり方につ
いて、総合的な検討を行い
ます。

企画課

庁内的な視点で施設のあり方を検討
・庁内検討
　公共施設のあり方検討部会（H18年5月設置
　／行政管理委員会の専門部会）が、3チーム
　（3分野）に分かれて各施設の方向性を検討
　　①支所等窓口事務チーム
　　②スポーツ施設チーム
　　③生涯学習施設チーム
・行政管理委員会へ、各チームの検討状況を
　報告（H19年5月）

庁内検討に加え、市民の視点を取り入れて施
設のあり方を検討、方針案を作成
・市民による検討
　公共施設のあり方検討市民会議（H19年6月
　設置、委員10人）が、検討基準を作成
　納税者である市民の立場で各施設の方向性
　を検討（全10回）
　市長に報告書を提出、報告書公表
・庁内検討
　公共施設のあり方検討部会が、チーム毎の
　検討を経て検討基準を作成
　各施設の方針案を作成

公共施設のあり方方針案を決定（H20年4月
行政管理委員会）
公共施設のあり方方針案を公表し、市民への
周知を図る
・議会全員協議会に報告
・公共施設のあり方検討市民会議に報告
・市民説明会、施設見学会
・関連団体との打ち合わせ、関連団体に対す
　る説明会（随時）

No
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行財政改革プラン短期実施計画（H18-20）の取組状況（詳細） 平成21年6月
企画課

項目 取組内容 関係課 H18年度実施内容 H19年度実施内容 H20年度実施予定

27
保育園運営
計画の推進

保護者ニーズに沿ったより
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、老朽化した保育所の計
画的な整備を行うために、
保育園運営計画を推進しま
す。

子ども課

・大規模修繕工事：川岸、神明
・私立保育園補助：ひまわり、聖ヨゼフ
・特別保育
　未満児保育（10園）　長時間保育（10園）
　障害児等保育（全園）
・にこにこ子育て支援事業
　あやめ、みなと
　未就園児童の相談・指導
・保育補助員（おじいちゃん先生）の配置
　長地、神明、小口、川岸、東堀、西堀

・大規模修繕工事：神明（実施設計）
・私立保育園補助：ひまわり、聖ヨゼフ
・特別保育
　未満児保育（10園）　長時間保育（10園）
　障害児等保育（全園）
・にこにこ子育て支援事業
　あやめ、川岸、みなと
　未就園児童の相談・指導
・保育補助員（おじいちゃん先生）の配置
　小口、今井、あやめ、川岸、成田、長地、
　西堀、東堀、神明

・大規模修繕工事：神明
・私立保育園補助：ひまわり、聖ヨゼフ
・特別保育
　未満児保育（10園）　長時間保育（10園）
　障害児等保育（全園）
・にこにこ子育て支援事業
　あやめ、川岸、みなと
　未就園児童の相談・指導
・保育補助員（おじいちゃん先生）の配置
　小口、今井、あやめ、川岸、成田、みな
　と、長地、西堀、東堀、神明、横川
・保育園運営計画（H21～26）を策定

28
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

東堀区・西堀区・小井川区の通学区変更に向
けて検討
・小・中学校通学区見直しに関する検討会議
　（H17年度設置、委員15人、全3回）
・検討会議から教育委員会への提言内容
　見直しは必要だが、反対意見もあるため、
　実施については慎重にされたい

検討会議の提言を受け、教育委員会で協議
・教育委員会の決定事項（H19年5月）
　今回は提言書に沿った見直しは行わないが
　今後、全体的な視野で検討

各区の実情把握

29
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、効
率的なあり方を検討しま
す。

教育総務課

・給食調理業務の効率化に関する検討
　直営方式（現行）と委託方式のコスト比較
　より低コストである直営方式（嘱託職員に
　よる自校方式）を継続する旨を決定
・嘱託調理員の配置
　正規職員の嘱託化、各校の配置基準見直し

・学校・保育園給食食器検討委員会
　給食器の更新について庁内的に検討
　使用開始から5年間で順次更新する旨を決定

・嘱託調理員の配置
　正規職員の嘱託化が完了

・給食器（ボール）の更新

・嘱託調理員の配置

30

教員住宅管
理運営計画
（仮称）の
策定、推進

教員住宅管理運営計画（仮
称）を策定し、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。

教育総務課

・教員住宅管理運営計画の策定準備
　教員住宅カルテ作成
　教職員・他市町村に対するアンケート調査
　庁内調整

・教員住宅管理運営計画を策定（H19年4月）
・市有地の売却
　長地小北側敷地
　売却額　5,000千円（H19決算額）

・市有地の売却に向けた準備
　市営球場下敷地（現地確認）
　西部中北側敷地（売却協議）
　川岸能登舟北敷地（境界立会）

31

学童クラブ
の開設日及
び開設時間
の見直し

学校の振替休日と計画休業
日に新たに開設するととも
に、開設時間を30分延長
し、午後6時30分までとしま
す。

生涯学習課

H18年度より変更
・開設日の増加
　学校の振替休日・計画休業日
・開設時間の延長
　学校登校日：下校時 ～18：30（＋30分）
　学校休業日：8：00　～18：30（＋30分）

32

図書館業務等
におけるボラ
ンティア団体
またはＮＰＯ
の活用

資料の受入、整理等の図書
館業務や読書活動推進活動
等に、ボランティア団体や
ＮＰＯの活用を図ります。

生涯学習課
（図書館）

・一般業務ボランティア（書架整理等）
　参加者　のべ57人、114時間
　経費削減額：93千円（臨時820円×114h）
・読書活動推進ボランティア（講座等）
　参加者　のべ1,486人

・一般業務ボランティア（書架整理等）
　参加者　のべ41人、87時間
　経費削減額：71千円（時給820円×87h）
・読書活動推進ボランティア（講座等）
　参加者　のべ1,160人

・一般業務ボランティア（書架整理等）
　参加者　のべ57人　114時間
　経費削減額：95千円（時給830円×114h）
・読書活動推進ボランティア（講座等）
　参加者　のべ1,217人

公
共
施
設
の
管
理
運
営
の
効
率
化
等

No
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行財政改革プラン短期実施計画（H18-20）の取組状況（詳細） 平成21年6月
企画課

３  簡素で効率的な行政運営

項目 取組内容 関係課 H18年度実施内容 H19年度実施内容 H20年度実施予定

33
組織機構の
簡素化、ス
リム化

組織体制については、新た
な課題への迅速な対応を視
野に入れながら、部課等の
統廃合を実施し、組織機能
の効率化、スリム化を図り
ます。

企画課

H18年4月に組織改正を実施
人件費節減額　70,000千円
（部・課長△7人×1,000万円で換算）
・市長部局
　8部24課60担当→4部20課56担当
・教育委員会
　1部 4課10担当→1部 4課11担当

第3次定員適正化計画（H17
～20年度）に基づき、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、H17年度を基準年度と
し、H18年度から20年度まで
の3年間に既存業務における
職員数を38人（7.6%）削減
します。（H27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。

H18年度予算定数において、合計21人を削減
（17-18比較／1,034人→1,013人）
人件費削減額　144,900千円
（21人×690万円で換算）
・一般会計、特別会計等　479人（△21人）
　組織・機構改革　　  ：△ 4人
　事業の進捗状況　　　：△ 2人
　嘱託・パート化の推進：△ 3人
　民間委託の推進　　　：△15人
　その他　　　　　　　：＋ 3人
・公営企業会計　　　　　534人（＋ 0人）
　組織・機構改革　　　：△ 2人
　事業の進捗状況　　　：＋ 2人
＊第3次定員適正化計画の進捗率　66.7%
　（計画△51人のうちH17～18で34人削減）

H19年度予算定数において、合計12人を削減
（18-19比較／1,013人→1,001人）
人件費削減額　82,800千円
（12人×690万円で換算）
・一般会計、特別会計等　470人（△9人）
　組織・機構改革　　  ：＋12人
　事業の進捗状況　　　：△ 4人
　嘱託・パート化の推進：△17人
　民間委託の推進　　　：△ 1人
　その他　　　　　　　　＋ 1人
・公営企業会計　　　　　531人（△3人）
　事業の進捗状況置　  ：＋ 1人
　嘱託・パート化の推進：△ 4人
＊第3次定員適正化計画の進捗率　90.2%
　（計画△51人のうちH17～19で46人削減）

H20年度予算定数において、合計25人を削減
（19-20比較／1,001人→976人）
人件費削減額　172,500千円
（25人×690万円で換算）
・一般会計、特別会計等　454人（△16人）
　事業の進捗状況　　　：△8人
　嘱託・パート化の推進：△5人
　民間委託の推進　　　：△3人
・公営企業会計　　　　　522人（△ 9人）
　事業の進捗状況　　　：＋6人
　嘱託・パート化の推進：△6人
　その他　　　　　　　：△9人

＊第3次定員適正化計画の進捗率 139.2%
　（計画△51人のうちH17～20で71人削減）

一般会計等職員数 予算定数　△21人（目標：△15人） 予算定数　△9人（目標：△8人） 予算定数　△16人（目標：△15人）

35
嘱託職員及
び臨時職員
の活用

嘱託職員及び臨時職員の活
用によって対応できる事務
事業については、嘱託職員
及び臨時職員の配置により
対応し、正規職員枠の削減
を図ります。

企画課

H18年度当初予算において、
・嘱託職員　163人（17-18比較：＋6人）
　正規の嘱託化　　　：＋5人
　嘱託の臨時化　　　：△2人
　業務の増減等　　　：＋3人
・臨時職員　299,204時間
　（17-18比較：＋26,768時間）
　正規・嘱託の臨時化：＋ 5,469時間
　和楽荘民営化　　　：△12,404時間
　業務の増減等　　　：＋33,703時間

H19年度当初予算において、
・嘱託職員　164人（18-19比較：＋1人）
　正規の嘱託化　　　：＋6人
　嘱託の臨時化　　　：△3人
　業務の増減　　　　：△2人
・臨時職員　347,820時間
　（18-19比較：＋48,617時間）
　正規・嘱託の臨時化：＋24,584時間
　業務の増減等　　　：＋ 6,748時間
　障害児対応　　　　：＋13,529時間
　保育園関係　　　　：＋10,392時間
　その他　　　　　　：△ 6,636時間

H20年度当初予算において、
・嘱託職員　164人（19-20比較：0人）
　正規の嘱託化　　　：＋1人
　嘱託の臨時化　　　：△3人
　業務の増減　　　　：＋2人
・臨時職員　378,239時間
　（19-20比較：＋30,418時間）
　正規・嘱託の臨時化：＋ 9,744時間
　臨時の嘱託化　　　：△ 1,687時間
　業務の増減等　　　：△ 4,515時間
　障害児対応　　　　：＋ 7,877時間
　保育園関係　　　　：＋20,541時間
　その他　　　　　　：△ 1,542時間

職
員
給
与
の
適
正
化

36
給与制度の
改革

給与水準を見直し、年功的
な給与上昇要因の抑制及び
勤務実績の給与への反映を
柱として、給与制度改革を
進めます。

総務課

・給与水準の見直し
　新給与表へ移行（改定率△4.8%）
　級別職務分類表の改正（9級制→7級制）
　人件費削減額　約69,000千円
・勤務評定制度の試行

・給与水準、給与体系の見直し
　人件費削減額　約65,000千円
・勤務評定制度の段階的実施
　本格導入：管理者（部・課長級）
　試行　　：監督者（主幹級）、一般職員

・給与水準、給与体系の見直し
　人件費削減額　約61,000千円
・勤務評定制度の段階的実施
　本格導入：管理者（部・課長級）
　　　　　　監督者（主幹級）
　試行　　：一般職員

企画課

定員適正化
計画の推進
（職員数の
削減）

No
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行財政改革プラン短期実施計画（H18-20）の取組状況（詳細） 平成21年6月
企画課

項目 取組内容 関係課 H18年度実施内容 H19年度実施内容 H20年度実施予定

37
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　　55件
　通信教育受講研修　　：11件
　自主研究グループ研修： 5件
　公募派遣研修　　　　：35件
　公募実務研修　　　　： 4件
・職場研修　　各部署で実施
・職場外研修　48件
　一般研修　　　　　　：26件
　派遣研修　　　　　　：11件
　特別研修　　　　　　：11件

・自主研修　　38件
　通信教育受講研修： 7件
　公募派遣研修　　：28件
　公募実務研修　　： 3件

・職場研修　　各部署で実施
・職場外研修　40件
　一般研修　　　　：25件
　派遣研修　　　　： 8件
　特別研修　　　　： 7件

・自主研修　　54件
　通信教育受講研修 　 ： 6件
　自主研究グループ研修： 1件
　公募派遣研修　　　　：45件
　公募実務研修　　　　： 2件
・職場研修　　各部署で実施
・職場外研修　43件
　一般研修　　　　　　：27件
　派遣研修　　　　　　： 8件
　特別研修　　　　　　： 8件

38
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
民の皆さんとの協働による
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
・職員研修計画に基づく各種研修の実施
・各部署における職場研修の実施
・勤務評定の試行

・職員研修計画に基づく各種研修の実施
・各部署における職場研修の実施
・勤務評定の段階的実施

・職員研修計画に基づく各種研修の実施
・各部署における職場研修の実施
・勤務評定の段階的実施

39
人材育成の
推進

岡谷市職員人材育成基本方
針（H11年策定）の見直しを
行い、自立のまちづくりを
テーマとした、より実効性
の高い基本方針を策定し、
人材育成をさらに推進しま
す。

総務課
・職員研修計画に基づく研修の実施
・勤務評定の試行
・職員人材育成基本方針の改定検討

・職員研修計画に基づく研修の実施
・勤務評定の段階的実施
・職員人材育成基本方針の改定検討

・職員研修計画に基づく研修の実施
・勤務評定の段階的実施
・職員人材育成基本方針の改定検討

40
ＰＦＩの導
入の検討

公共施設の整備等に民間の
資金やノウハウを活用する
ため、ＰＦＩの導入に向け
て検討します。

企画課
・研修会への参加
・情報収集
・先進事例研究

・研修会への参加
・情報収集
・先進事例研究

導入対象施設なし
・情報収集
・先進事例研究

41
養護老人
ホーム和楽
荘の民営化

養護老人ホーム和楽荘につ
いては、民営化を行います
（社会福祉法人で運営）。

介護福祉課

H18年度より社会福祉法人平成会へ経営委譲
経費削減額　△33,973千円（17-18決算比較）
（人件費・施設維持管理費等）
・土地：無償貸与
・建物：無償譲渡

行
政
手
続
の
簡
素
化
、

改
善
等

42
職員の窓口
応対の改善

職場研修等の職員研修をさ
らに充実して実施し、窓口
を訪れる市民の皆さんの立
場に立って応対できる職員
の育成と、窓口応対の一層
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
・各部署における接遇研修・指導による接遇
　マナーの向上

・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
・各部署における接遇研修・指導による接遇
　マナーの向上

・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
・各部署における接遇研修・指導による接遇
　マナーの向上
・窓口レイアウトの工夫

No

人
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行財政改革プラン短期実施計画（H18-20）の取組状況（詳細） 平成21年6月
企画課

項目 取組内容 関係課 H18年度実施内容 H19年度実施内容 H20年度実施予定

43
各種申請手
続等の簡素
化

申請書や届出書の様式の統
一、添付書類等について見
直しを行います。押印につ
いても、さらに見直しを進
めます。

広報情報課
企画課

・電子申請届出システムの導入準備 ・電子申請届出システムの導入（H19年12月）
　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
　制度構築、条例等を整備
　電子申請導入　8手続き

44
窓口サービ
スの充実

証明発行窓口の一本化等の
検討を行うなど、市民生活
に直結した部門の窓口サー
ビスの充実を図ります。

企画課
税務課
市民生活課

・公共施設のあり方検討（No.26）の一環とし
　て、支所等窓口事務チームで検討
・税務課
　証明窓口、収納窓口の一本化
　証明申請書記載台の設置、照明の改善
　窓口の職員体制整備（臨時化）

・公共施設のあり方検討（No.26）の一環とし
　て、支所等窓口事務チームで検討
・税務課
　待ち時間の短縮

・税務課
　待ち時間の短縮
・市民生活課
　課内連携・職員の資質向上による待ち時間
　の短縮
　待ち時間が生じる場合の配意（声がけ等）

45

窓口サービ
スの時間延
長及び土日
サービスの
提供

午後5時30分以降の時間延
長、土曜日・日曜日のサー
ビス提供について、駅前出
張所や支所を含めた閉庁日
の見直し、職員体制等総合
的に勘案しながら検討しま
す。

企画課

公共施設のあり方検討（No.26）の一環とし
て、支所等窓口事務チームで検討
・方針：駅前出張所との関連や市民ニーズを
　把握し、本庁開庁時間の延長・土日開庁の
　試行的実施や自動交付機の導入による対応
　等を視野に入れて検討を継続

公共施設のあり方検討（No.26）の一環とし
て、支所等窓口事務チームで検討
・方針
　自動交付機は導入しない（投資効果：低）
　本庁開庁時間の延長、土日開庁は当面実施
　しない（駅前出張所で充足）

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

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、環境清掃課、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、スポーツ振興課、病院
・庁内
　健康推進課（保健師）
・嘱託・臨時職員（雇用条件に採用）

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、環境清掃課、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、スポーツ振興課、病院
・庁内
　健康推進課（保健師）
・嘱託・臨時職員（雇用条件に採用）

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、スポーツ振興課、病院
・嘱託・臨時職員（雇用条件に採用）

47
岡谷市情報
化計画の推
進

H17年度に見直しを行った岡
谷市情報化計画の推進を図
ります。

広報情報課

・情報化計画（H14-20）の進行管理
　後期施策27事業中14事業を実施
　進捗率　51.9%
・諏訪広域ネットワークの構築
　回線使用料削減額　153千円
　（17-18決算比較）

・情報化計画（H14-20）の進行管理
　後期施策27事業中14事業を実施
　進捗率　51.9%
・電子計算機処理事務計画の推進
　

・情報化計画（H14-20）の進行管理、総括
　前・後期施策72事業のうち58事業を実施
　進捗率80.6%
・電子計算機処理事務計画の推進
・住民行政システムの更改
・財務会計システムの更改

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導入準備
　長野県電子自治体協議会での協議
　負担金の予算化等

・公共施設予約システムの運用
　施設使用料変更への対応等

・電子申請届出システムの導入（H19年12月）
　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
　制度構築、条例等を整備
　電子申請導入　8手続き
・公共施設予約システムの運用

・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
　電子申請導入　14手続き
　電子申請利用件数　68件

・公共施設予約システムの運用

情
報
化
の
推
進

行
政
手
続
の
簡
素
化
、

改
善
等
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行財政改革プラン短期実施計画（H18-20）の取組状況（詳細） 平成21年6月
企画課

４  公営企業、外郭団体等のあり方

項目 取組内容 関係課 H18年度実施内容 H19年度実施内容 H20年度実施予定

公平な負担を確保するため
にも、収納率の向上をめざ
し、３ヵ年ごとに数値目標
を設定します。

・文書催告、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
　停水予告通知：140件
　停水通知　　： 70件
　停水執行　　： 40件
・滞納整理強化月間
　年4回（5・8・12・3月）実施

・文書催告、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
　停水予告通知：1,083件
　停水通知　　：　153件
　停水執行　　：　112件
・滞納整理強化月間
　年2回（8・12月）実施

・文書催告、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
　停水予告通知：1,647件
　停水通知　　：　866件
　停水執行　　：　127件
・滞納整理強化月間
　年3回（8・12・3月）実施
・催告状の発送（11・2月）

水道料収納率 現年分　98.1%　（目標：98.7%） 98.2%（目標：99.0%） 99.0%（目標：99.5%）

下水道使用料収納率 現年分　98.3%　（目標：99.0%） 98.6%（目標：99.2%） 99.2%（目標：99.5%）

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３ヵ年ご
とに数値目標を設定しま
す。

・新規加入者、窓口納入者へ案内
・納付書発送時に案内
・市報、新聞広告等で案内

・新規加入者、窓口納入者へ案内
・納付書発送時にチラシを同封
・市報、新聞広告に案内記事を掲載
・納付書発送用封筒に案内を印刷

・新規加入者、窓口納入者へ案内
・納付書発送時にチラシを同封
・市報、新聞広告に案内記事を掲載
・納付書発送用封筒に案内を印刷

水道料口座振替率 83.4%　（目標：84.5%） 85.4%（目標：84.6%） 83.5%（目標：84.7%）

下水道使用料口座振替率 84.5%　（目標：85.5%） 86.2%（目標：85.6%） 84.4%（目標：85.7%）

51
コンビニエ
ンスストア
での収納

収納手続の利便性向上のた
め、水道料金及び下水道使
用料のコンビニエンススト
アでの収納委託を実施しま
す。

水道課

コンビニエンスストアへ水道料金・下水道使
用料の収納事務を委託（H18年12月）
・委託先　　　：21チェーン
・取扱件数　　：2,483件
・期限内収納率：84.5%（前年度比＋1.5%）
・委託手数料　：1件63円

病
院
事
業
の
経
営
健
全
化

52

市立岡谷病
院及び健康
保険岡谷塩
嶺病院の統
合

統括事務部門を新たに組織
し、１つの病院事業体とし
て経営統合を実施する。ま
た、今後生じる諸問題に対
応する。

経営企画課

市立岡谷病院、健康保険岡谷塩嶺病院の経営
を統合（H18年度）
・病院事業管理者の設置
・統括事務部門（経営企画課）の新設
・共同購入契約による経費削減（23業務）
　同一内容業務委託の一括化
　薬剤、診療材料、消耗品等の一括単価契約
　経費削減額　約△26,000千円
・医療技師、看護師の人事交流
・診療科目の統合
　消化器外科の統合（H18年10月）
　検診業務の統合検討
・地域連携の推進（岡谷病院）
　情報収集、院内体制の整理
・診療報酬内容の再点検
　未請求算定項目（算定漏れ）の解消

［参考］
・共同購入契約による経費削減（24業務）
　同一内容業務委託の一括化
　薬剤、診療材料、消耗品等の一括単価契約
・医療技師、看護師の人事交流
・診療科目の統合
　検診業務の統合（H19年4月）
・病病連携、病診連携（地域連携）の推進
　病院機関紙（オーエン）の創刊
　地域医療支援部門（地域医療連携室、医療
　福祉相談室）の新設
・診療報酬内容の再点検
　未請求算定項目（算定漏れ）の解消
・オーダリングシステムの導入に向けた準備
　（岡谷病院）

［参考］
・共同購入契約等による経費削減（26業務）
・医療技師、看護師の人事交流
・循環器・呼吸器センター（塩嶺病院）、糖
　尿病センター（岡谷病院）設置
・病病連携、病診連携の推進
　地域連携室機能の充実、院内整備（地域連
　携システム）
・診療報酬内容の査定・精査
　未請求算定項目（算定漏れ）の解消
・クレジットカード決済開始
・高度情報化システムの導入、運用
　オーダリングシステムの導入（岡谷病院）
・DPC（包括評価方式）導入に向けた対応
　調査協力の継続
・岡谷市病院改革プランの策定
　経営効率化の推進

49

50

水
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水道課

水道課

収入の安定
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行財政改革プラン短期実施計画（H18-20）の取組状況（詳細） 平成21年6月
企画課

項目 取組内容 関係課 H18年度実施内容 H19年度実施内容 H20年度実施予定

53
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。

企画課

・各課等が整備する業務マニュアル・公共施
　設管理マニュアルの見直し・活用
・行政評価結果の活用
　各部署における事務改善に活用
・個別の助言、指導

・各課等が整備する業務マニュアル・公共施
　設管理マニュアルの見直し・活用
・行政評価結果の活用
　各部署における事務改善に活用
・個別の助言、指導

・各課等が整備する業務マニュアル・公共
　施設管理マニュアルの見直し・活用
・行政評価結果の活用
　各部署における事務改善に活用
　H21年度予算編成に活用
・個別の助言、指導

54
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。

企画課
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を促進し、
事務局の事務は可能な限り団体へ移行
・市に各種団体の事務局を置くケースを把握

市に事務局がある各種団体の自立を促進し、
事務局の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を促進し、
事務局の事務は可能な限り団体へ移行
・市に各種団体の事務局を置くケースを把握
・長地防犯協会、長地交通安全協会の統合
・青少年団体連絡協議会事務局の自立

外
郭
団
体
等
の
経
営
改
善

No
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行財政改革プラン短期実施計画（H18-20）の取組状況（詳細） 平成21年6月
企画課

５．市民総参加のまちづくりの推進

項目 取組内容 関係課 H18年度実施内容 H19年度実施内容 H20年度実施予定

55

市民総参加
のまちづく
り基本条例
の推進

H16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
の皆さんの底力を結集し、
市民の皆さんと市との協働
により各種事業の推進を図
ります。

企画課

市民と市との協働による事業を推進（詳細は
ホームページで公表）
・市民懇話会等
　開催回数　25回
・各種審議会
　開催回数　39回
・子ども会議
　参加者　68人（市内小・中学生の代表者）
・パブリックコメント
　対象　4事業、提出された意見　68件
・市民参加による事業
　43件（平成18年7月豪雨災害時の活動等）
・その他
　アイデアメール　123件
　市政懇談会参加者　445人

市民と市との協働による事業を推進（詳細は
ホームページで公表）
・市民懇話会等
　開催回数　36回
・各種審議会
　開催回数　35回
・子ども会議
　参加者　20人（市内中学3年生の代表者）
・パブリックコメント
　対象　2事業、提出された意見　9件
・市民参加による事業
　50件（市民総参加のまちづくりサロン等）
・その他
　アイデアメール　91件
　市政懇談会参加者　405人

市民と市との協働による事業を推進（詳細は
ホームページで公表）
・市民懇話会等
　開催回数　24回
・各種審議会
　開催回数　53回
・子ども会議
　参加者　18人（市内中・高生の代表者）
・パブリックコメント
　対象　6事業、提出された意見　132件
・市民参加による事業
　51件（近代化産業遺産講座等）
・その他
　市民提案ボックス　228件
　市政懇談会参加者　342人

56

ホームペー
ジを活用し
た情報の受
発信

岡谷市ホームページでは、
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、市民の意見や
提言を市政に反映させるた
め、電子市民会議室の充実
に努めます。

広報情報課
生涯学習課
（博物館）

・市ホームページの運用
　データ更新　394件／年

・市議会一般質問のテレビ放映を開始（H18年
　6月）
　生中継、ビデオオンデマンド方式による再
　放送を実施
　平均アクセス件数：生中継：236件／日
　　　　　　　　　　再放送：10数件／日

・市ホームページの運用
　データ更新　539件／年
　平均アクセス件数　14,900件／月（11-3
　月の平均）
・市ホームページの再構築（H19年11月）
　情報の一元管理・バリアフリー化に対応
　月間アクセス件数：H19年11月　10,418件
　　　　　　　　　→H20年 3月　17,444件
・行政チャンネルの開局（H19年11月）
　市からのお知らせ、市内各地のイベント、
　市議会一般質問等を文字と動画で放送
・岡谷インターネット美術館の構築
　博物館・美術館の収蔵資料等を掲載
　製糸に関する学習支援

・市ホームページの運用
　データ更新　923件／年
　平均アクセス件数　33,000件／月

・行政チャンネルの運用
　市からのお知らせ、市内各地のイベント、
　市議会一般質問等を文字と動画で放送

No
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行財政改革プラン短期実施計画（H18-20）の取組状況（詳細） 平成21年6月
企画課

６．その他の取り組み

項目 取組内容 関係課 H18年度実施内容 H19年度実施内容 H20年度実施予定

57

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、
市民の皆さんへの情報公開
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、工業監査
　財政援助団体等監査
　前年度に実施した行政監査の措置状況
・監査機能の充実、強化
　監査委員2名を配置
　事務局職員による指導的な予備監査
　前年度行政監査の指摘事項に係る改善措置
　の状況報告を求める

・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、工業監査
　財政援助団体等監査
　前年度に実施した行政監査の措置状況
・監査機能の充実、強化
　監査委員3名を配置（識見監査委員を1人増
　員／H19年6月）
　事務局職員による指導的な予備監査
　前年度行政監査の指摘事項に係る改善措置
　の状況報告を求める

・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、工業監査
　財政援助団体等監査
　前年度に実施した行政監査の措置状況
・監査機能の充実、強化
　監査委員3名を配置（代表監査委員、識見監
　査委員、議会選出監査委員）
　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）

58
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

以下の補助金等交付団体、出資団体を対象
に、H17年度の出納・事務執行状況の監査を実
施
・（財）岡谷市体育協会
・（株）やまびこスケートの森

以下の補助金等交付団体、出資団体を対象
に、H18年度の出納・事務執行状況の監査を実
施
・（財）岡谷市国際交流協会
・岡谷市観光協会
・ＮＰＯ法人郷土学習館運営委員会

以下の補助金等交付団体、出資団体を対象
に、H19年度の出納・事務執行状況の監査を実
施
・岡谷市土地開発公社
・（社福）岡谷市社会福祉協議会

59

バランス
シートや行
政コスト計
算書の公表

ホームページや広報、情報
公開コーナー等を通じて岡
谷市の財務諸表（バランス
シート、行政コスト計算
書）を公表します。

財政課

市の財政諸表を9月に公表し、決算審査資料と
して活用
・バランスシート（総務省方式）
・行政コスト計算書（総務省方式）
・キャッシュフロー計算書の公表

市の財政諸表を9月に公表し、決算審査資料と
して活用
・バランスシート（総務省方式）
・行政コスト計算書（総務省方式）
・キャッシュフロー計算書の公表
広報・ホームページに市民向けの記事を掲載

市の財政諸表を9月に公表し、決算審査資料と
して活用
・バランスシート（総務省方式）
・行政コスト計算書（総務省方式）
・キャッシュフロー計算書の公表
広報・ホームページに市民向けの記事を掲載

＊行財政改革プラン前期計画（H18～20）の進捗率

H18年度 H19年度 H20年度

目標 47.5%（28項目／59項目） 54.2%（32項目／59項目） 93.2%（55項目／59項目）

実績 40.7%（24項目／59項目） 54.2%（32項目／59項目） 88.1%（52項目／59項目）

No

そ
の
他
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行財政改革プラン短期実施計画（H18-20）の取組状況（詳細） 平成21年6月
企画課

（参考）実施計画に掲載されていない取り組み

項目 取組内容 関係課 H18年度実施内容 H19年度実施内容 H20年度実施予定

1

おかぽん
カードのポ
イントで納
税

市内商業の活性化と納付機
会の拡大を目的として、お
かぽんカード（岡谷スタン
プ協同組合発行）のポイン
トを納税等に利用できるよ
うにします。

商業観光課

H18年度の職員提案（No.17）をきっかけに、
H20年2月よりおかぽんカード（岡谷スタンプ
協同組合発行、約100店舗加盟）のポイントで
納税等を可能にする
・対象：市税、国保税、上下水道料金、各種
　　　　証明手数料、シルキーバス回数券、
　　　　ロマネット利用料、福祉タクシー券
　　　　、防災ラジオ
・実績：167件、132千円
・おかぽんカード稼動枚数（H18-19末比較）
　19,144枚（＋744枚）

2
岡谷市福祉
作業所の運
営移行

障害者福祉施設の充実を目
的として、岡谷市福祉作業
所（市の共同作業所）を自
立支援給付事業所（民間の
サービス事業所）へ運営移
行します。

社会福祉課

福祉作業所の運営移行に向けた支援、準備
・岡谷市手をつなぐ親の会（従来の指定管理
　者）がNPO法人格を取得
・条例廃止、指定の解除（期間変更）

H20年度より福祉作業所（市の共同作業所）を
自立支援給付事業所へ運営移行
・施設維持管理経費削減額　9,170千円
　（H19指定管理料）
・移行先　NPO法人岡谷市手をつなぐ育成会
・土地、建物：無償貸与

3
広報おかや
作成業務の
外部委託

市民視点に立った読みやす
い紙面構成を目的として、
広報おかやの作成業務を外
部委託します。

広報情報課

H20年度（H20年6月号）より広報作成業務（取
材、作成、発行等）を外部委託
・経費削減額　3,500千円
　（印刷製本費、人件費）
　広告料収入（月200千円×11月）は業務委託
　料と相殺
・業務委託先　中央印刷株式会社

4
マンガ岡谷
市政シリー
ズの発行

市ホームページにおいて、
市の施策や行財政の仕組み
を子どもたちにも分かりや
すく紹介する「マンガおか
や市政」シリーズを掲載し
ます。

企画課

職員製作による「マンガおかや市政」を創刊
（H19年1月）、以後シリーズ化
・No.1：エーっ！岡谷も借金!?（財政編）
・No.2：強さとやさしさのまちづくり（重点
　　　　施策編）

・No.3：2007年ものづくりの旅（工業史とも
　　　　のづくり編）
・No.4：忘れまじ豪雨災害、語り継ぐ防災と
　　　　教訓を未来に（豪雨災害復旧・復興
　　　　編）
・No.5：市民総参加のまちづくり（市民総参
　　　　加編）

・No.6：ねらわれた近代化産業遺産　その1

5
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

No

実
施
計
画
外
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