
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 １８年度 １９年度 ２０年度 担当課

1
市税等収納率の向上
   公平な負担を確保するためにも、収納率の向上をめざし、
３ヵ年ごとに数値目標を設定します。

税務課

市税収納率（現年分）
（平成１６年度　　９８．３％）

98.8% 98.9% 99.0%

国民健康保険税収納率（現年分）
（平成１６年度　　９４．０％）

95.3% 95.4% 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。

実施 実施 実施 税務課

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。

実施 実施 実施 税務課

4
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３ヵ年ごとに数値目標を設定します。

税務課

市税口座振替率
（平成１６年度　　６１．０％）

62.0% 63.0% 64.0%

国民健康保険税口座振替率
（平成１６年度　　６８．４％）

70.5% 71.0% 71.5%

２）使用料・手数料等の収入確保と見直し

5
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、
３ヵ年ごとに数値目標を設定します。

保育料（現年分）
（平成１６年度   ９９．１％）

99.5% 99.5% 99.5% 児童福祉課
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住宅使用料収納率（現年分）
  （平成１６年度   ９５．２％）

95.6% 95.8% 96.0% 都市計画課

6
使用料等収入の安定確保と収納手続の利便性向上
   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３ヵ年ごとに数値目標を設定します。

保育料口座振替率
（平成１６年度  ９０．０％）

91.0% 91.0% 91.0% 児童福祉課

住宅使用料口座振替率
  （平成１６年度  ８３．３％）

84.4% 84.8% 85.0% 都市計画課

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。

全面見直し
財政課
全庁

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。

実施 実施 実施
財政課
全庁

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。

検討 検討 実施 環境清掃課

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及び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。

実施 社会福祉課

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。

実施
（経過措置あり）

児童福祉課

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。

一部実施 一部実施 実施 健康推進課

13

学童クラブ使用料の新設
   放課後学童クラブについて、所得階層等により月額800円
～3,000円の使用料を徴収します。
   長期休業中学童クラブ及び土曜学童クラブについては、利
用時間等にかかわらず、１日600円とします。

実施
生涯学習企
画課

３）その他の歳入確保のための取り組み

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。

段階的実施
地域振興課
全庁
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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。

検討 全庁

２  歳出の削減に向けた取り組み

１）事務事業の見直し

事業
番号

取り組む内容 １８年度 １９年度 ２０年度 担当課

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。

実施 実施 実施
行政改革推
進室

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。

検討 段階的実施
行政改革推
進室
全庁

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。

推進 推進 推進 全庁

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、及び手続等の合理化
等、契約制度の一層の改善に努めます。
　　（１）　透明性の確保
　　　①入札・契約に係る手続、結果等の情報の公表事項の
拡大
　　　②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
　　　① 入札及び契約の方法の改善
　　　② 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
      ① 電子入札導入の検討
      ② 契約事務手続の合理化等検討
      ③ 契約履行確保のための執行管理体制の検討

検討 検討 段階的実施 財政課

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。

廃止
県民交通災害共
済への移行

環境安全課

２）補助金・負担金の削減

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。

抜本的見直し
財政課
全庁

22
サンセット方式の徹底等
　補助金の新設に当っては、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。

実施 実施 実施
財政課
全庁

23
補助金の一律削減
   平成１７年度に１０％以上の減額をした補助金を除き、原則
として１０％程度の減額を行います。

実施
財政課
全庁

３）公共施設の管理運営の効率化等
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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。

実施
行政改革推
進室
全庁

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。

検討 検討 検討
スポーツ振
興課

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。

検討
（庁内プロジェクト
チーム設置）

検討
検討

方針決定

企画課
全庁

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。

推進 推進 推進 児童福祉課

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。

検討 検討 検討 学校教育課

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。

検討 検討 検討 学校教育課

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。

検討 策定 推進 学校教育課

31
学童クラブの開設時間の延長
   放課後学童クラブについて、使用料の新設にあわせて、開
設時間の延長を実施します。

実施
生涯学習企
画課

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。

研究
検討

研究
検討

一部実施 図書館

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 １８年度 １９年度 ２０年度 担当課

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。

実施
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34

定員適正化計画の推進（職員数の削減）
   第３次定員適正化計画（平成１７年度～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、平成１７年度を基準年度として、平成１８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。（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。

△１５人 △８人 △１５人
行政改革推
進室
総務課

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。

実施 実施 実施
行政改革推
進室
総務課

２）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。

実施 実施 実施 総務課

３）人材育成と意識改革

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。

実施 実施 実施 総務課

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。

実施 実施 実施 総務課

39

人材育成の推進
  岡谷市職員人材育成基本方針（平成11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。

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　民間活力の活用等

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。

検討 検討 検討 企画課

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）。

実施 介護福祉課

４）－２　行政手続の簡素化、改善等
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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、
窓口対応の一層の向上を図ります。

実施 実施 実施 全庁

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。

研究

検討
段階的実施

全庁
行政改革推
進室

44
窓口サービスの充実
　市民生活に直結した部門の窓口サービスの充実を図るとと
もに、証明発行窓口の一本化等の検討を行います。

検討 検討
検討

段階的実施

全庁
総務課
行政改革推
進室

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１５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。

検討 検討
検討

段階的実施

全庁
企画課
行政改革推
進室

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。

検討

段階的実施

検討

段階的実施

検討

段階的実施

全庁
総務課

４）-３　情報化の推進

47
岡谷市情報化計画の推進
  平成17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。

推進 推進 推進 地域振興課

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。

段階的実施 段階的実施 段階的実施 地域振興課

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 １８年度 １９年度 ２０年度 担当課

49
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、
３ヵ年ごとに数値目標を設定します。

水道管理課

水道料収納率（現年分）
（平成１６年度   ９８．４％）

98.7% 99.0% 99.5%

下水道使用料収納率（現年分）
（平成１６年度   ９８．８％）

99.0% 99.2% 99.5%

50
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３ヵ年ごとに数値目標を設定します。

水道管理課
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水道料口座振替率
（平成１６年度   ８４．３％）

84.5% 84.6% 84.7%

下水道使用料口座振替率
（平成１６年度   ８５．３％）

85.5% 85.6% 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。

実施 水道管理課

２）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
実施
（経営統合）

企画課
岡谷病院
塩嶺病院

３）外郭団体等の経営改善に向けて

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。

促進 促進 促進 全庁

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。

促進 促進 促進 全庁

５．市民総参加のまちづくりの推進

事業
番号

取り組む内容 １８年度 １９年度 ２０年度 担当課

55

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については、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。

実施 実施 実施
全庁
地域振興課
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６．その他の取り組み

事業
番号

取り組む内容 １８年度 １９年度 ２０年度 担当課

56

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。

実施 実施 実施
監査委員事
務局

57

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
監査委員事
務局

58

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。

実施 実施 実施 財政課
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