
担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

これまでの
取組状況

H28
■「各務原市人材育成基本方針」の改訂
　行政の担い手である職員一人ひとりの能力、意欲の向上を図り、計画
的・総合的に人材を育成していくため、基本方針を改訂した。

※改訂のポイント：・職階ごとに求められる役割と能力の明確化
　　　　　　　　　・役割や能力に応じた人事管理や研修体系などの明示
　　　　　　　　　・メンタルヘルス対策を含めた働きやすい職場環境づ
　　　　　　　　　　くりの方向性を明示

H29
■「各務原市人材育成基本方針」の浸透
　「各務原市人材育成基本方針」を市ホームページ、庁内イントラネット
に掲載し職員への浸透を図った。

■研修体系等の見直し
　新しい人材育成基本方針を基に研修体系や研修計画についての見直しを
行い研修メニューの充実・強化を図った。
（研修の重点項目）
　・論理的思考力・倫理観の向上（接遇応対研修　等）
　・対話力・コミュニケーション能力の向上（ハードクレーム研修　等）
　・政策形成能力・課題発見研修（次世代リーダー育成研修　等）　等

H30の方針

■「各務原市人材育成基本方針」の浸透と具現化
　引き続き、「各務原市人材育成方針」の浸透を図り、人材育成基本方針
を具現化する。

■研修体系の見直し
　研修受講者へのアンケート結果などを参考に引き続き研修体系や研修計
画の見直しを行う。

目標指標

人材育成基本方針の改定及び周知

目標 改定・実施 継続実施 継続実施 継続実施

実績 改定・実施 継続実施

基本方針１．職員の意識改革と行政経営改革

柱１．人材育成の推進

市長公室　人事課

実施項目 人材育成基本方針の改定及び浸透

取組内容
限られた職員で効率的な行政運営を行うため、本市のまちづくりの方向性
を踏まえた「人材育成基本方針」の改定を行い、職員への浸透を図る。



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

これまでの
取組状況

H28
■年間計画に基づく各種研修の実施
　人事課にて立案する各種研修の年間計画に基づき着実に実施した。
　また、受講者アンケートを実施し、次年度の研修計画に反映した。

■事業担当課による各種研修の充実
　各担当部局内において実施される研修メニューを充実
　　・情報セキュリティ研修　（延べ受講者数：775名）
　　・契約事務研修及び経理事務研修（年2回を年4回へ拡充：64名受講）
　　・土木等技術職員のスキルアップを図る実地講習会
　　　　　　　　　　　　（橋梁点検に係る事例資料作成及び講習会）
　　・消防知識・技能の高度化を図る伝達講習会
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （延べ受講者数：140名）

H29
■年間計画に基づく各種研修の実施
　新しい人材育成基本方針を基に作成した研修計画を着実に実施し、年間
の職員一人当たりの研修受講回数は増加した。

■事業担当課による各種研修の充実
　各担当部局内において実施される研修メニューの充実
　　・情報セキュリティ研修　（延べ受講者数：749人）
　　・契約事務研修及び経理事務研修（延べ受講者数：73人）
　　・土木等技術職員のスキルアップを図る実地講習会
　　・消防知識・技能の高度化を図る伝達講習会（延べ受講者数：615名）

H30の方針

■年間計画に基づく各種研修の実施
　年間計画に沿って研修を行い、その効果を検証する。階級ごとに身につ
けておくべき資質、必要となるスキルを整理した上で研修体系及び年間計
画に反映していく。

■事業担当課による各種研修の充実
　研修ニーズや必要となるスキル等を踏まえた研修メニューの充実を図
る。

1.30回

実績 1.38回 1.60回

市長公室　人事課　ほか

実施項目 職員研修の充実

取組内容
行政運営に必要な基礎知識・専門知識を身につけ、幅広い視野と企画創造
力を持った職員を育成するため、専門性の高いメニューや職員の要請に基
づいた幅広い研修メニューの提供を行う。

目標指標

職場外・派遣研修の職員一人当たり年間受講回数
（H26年度：1.06回）

目標



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

これまでの
取組状況

H28
■職員提案制度の実施
　職員提案制度による８件の提案のうち、５件を採用又は一部採用。
　
　　※提案により実現した事業
　　　・ドローンの活用　（シティプロモーション及び橋梁等点検）
　　　・ふるさと納税の充実
　　　・市公式LINE＠の導入
　　　・市内企業の雇用確保支援施策の充実
　　　・夏休み期間中の子ども対象講座冊子作製

H29
■職員提案制度の実施
　職員提案制度による５件の提案のうち、４件を採用又は一部採用。
　
　　※提案により実現した事業
　　　・クールビズの見直し
　　　・健康づくりの推進（親子で参加できる健康教室）
　　　・UDトーク（音声入力支援アプリの導入）
　　　・働き方改革

H30の方針

■職員提案制度の実施
　職員提案制度の募集から審査会までのスケジュールや採択された提案の
フォローの仕方などを検討した上で、次年度の募集を行っていく。

■政策創造ラボの立ち上げ
　経験や知識のみならず客観的データ分析による政策形成を行うために、
データ分析能力を高めることを目的とした「政策創造ラボ」の立ち上げに
向けた勉強会を開催する。
　・統計分析の研修
　・地域経済分析システム（RESAS）の研修　など

15件（累計）

実績 8件 13件

市長公室　人事課
企画総務部　企画政策課

実施項目 政策立案能力の強化

取組内容

複雑・高度化する政策課題や市民ニーズに的確に対応していくため、職種
や経験年数に応じた政策形成研修等を充実させ、職員の政策立案能力を向
上させるともに、職員提案制度の活用により、実際の事業展開へとつなげ
る。

目標指標

政策間連携を伴った職員提案の件数
（H27年度：2件）

目標



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

これまでの
取組状況

H28
■人事評価制度の導入
　職員の自己成長と業務遂行能力の向上を図るため、「勤務評定制度」を
廃止し、新たに「人事評価制度」を導入し、年２回の人事評価を実施し
た。
　・自己評価制度の導入
　・期首面談、期末面談の実施
　・新たに嘱託職員にも実施

■目標管理シートの作成
　人事評価制度を補完する仕組みとして、各職員が業務達成状況や改善点
を振り返ることができるよう、年度当初に担当業務の目標や重要度等を設
定する「目標管理シート」を作成した。

H29
■人事評価制度の適切な運用及び評価者研修の実施
　「人事評価制度」と「目標管理制度」を運用し、職員の自己成長と業務
遂行能力の向上を図った。
　新規採用職員等に対する説明会や新規管理監督者に対して「人事評価制
度」についての研修を実施した。

H30の方針

■人事評価制度の適切な運用及び評価者研修の実施
　引き続き、「人事評価制度」と「目標管理制度」を適切に運用していき
き、必要に応じて改善を行っていく。

継続実施

実績 実施 継続実施

実施項目 人事評価制度の活用

取組内容

職員の自己成長と業務遂行能力の向上を図るため、人事評価制度を導入
し、期待する人材像を明確にし、自己申告や目標設定などにより、職員の
主体的な能力開発につなげる。また、管理・監督者に対しては、評価者訓
練を実施し、責任を持って評価を行うことにより、マネジメント能力の向
上を図る。

目標指標

人事評価制度の適切な運用及び評価者研修の実施

目標 実施 継続実施 継続実施

市長公室　人事課



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

これまでの
取組状況

H28
■ストレスチェックの導入
　新たにストレスチェックを導入し、受診率は94.2％であった。集団分析
結果の見方と活用方法について所属長に周知することで職場改善の契機と
なった。

■面接指導の実施
　高ストレス者に対し、医師による面接指導と保健師による健康相談を実
施した。なお、面接指導は高ストレスと判断された対象者のうち11.1％が
実施した。

■管理監督者に対する健康講座
　ストレスチェック結果の分析や職場改善、相談力向上をテーマに、管理
監督者を対象とした研修会を２回開催した。

H29
■ストレスチェックの継続実施
　受診率は95.4％であり昨年度よりも改善された。
　集団分析結果では、健康リスクが高いと判断された部署が前年の6部署か
ら0になった。

■面接指導の利用促進
　高ストレス者に対し、医師による面接指導と保健師による健康相談を実
施した。なお、面接指導は高ストレスと判断された対象者のうち16.9％が
実施した。

■保健活動の継続実施
　長時間勤務者への健康相談等を随時実施した。

減少

実績 7.70% 7.50%

実施項目 職員の心の健康度の向上

取組内容
職員が自分のストレスの程度を把握することで、セルフケアや職場環境の
改善につなげ、働きやすい職場づくり、能力の最大限の発揮を目的に、ス
トレスチェック制度を活用し、職員のメンタル不調を未然に防止する。

目標指標

全体に占める高ストレス者の割合

目標 ― 減少 減少

市長公室　人事課



H30の方針

■ストレスチェックの継続実施
　引き続きストレスチェックを実施し、職場改善に取り組んでいく。全職
員が受診するように呼びかけを行っていく。

■面接指導の促進
　面接指導の申し出をしなかった職員への対応が必要となるため、医師に
よる面接指導の促進を図る。

■保健活動の継続実施
　精神科医によるこころの健康相談（2か月に1度）の利用を促進する。
　定期的な健康相談等の日常の保健活動を通して、メンタルヘルス問題の
早期対応を図る。



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

これまでの
取組状況

H28
■社会潮流や市民ニーズに沿った組織改正の実施
　※H28組織改正概要
　　・防災担当課を企画総務部から市長直結の市長公室へ移管
　　　　…災害時における指揮系統を明確にし、初動体制や機動力の強化
　　・より効果的な施策展開のため、係等を改正
　　　　…まちづくり活動の活性化、介護・障がい分野等福祉施策及び文
　　　　　化振興施策等の効果的展開
　　・「子育て相談係」の設置
　　　　…子育て支援課における相談窓口の充実

H29
■社会潮流や市民ニーズに沿った組織改正の実施
　※H29組織改正概要
　　・「秘書室」の新設
　　　　…市長、副市長のトップマネジメントの補佐機能を強化
　　・「広報課」の新設
　　　　…まちの魅力を市内外に発信するシティプロモーション部門と、
　　　　　市民への総合的な情報を発信する広報部門との連携を強化
　　・「防災計画係」の新設
　　　　…大規模・多様化する災害に対応した防災体制の充実・強化とそ
　　　　　れに伴う業務量の増大への迅速かつ的確な対応
　　・「東保健相談センター」の設置
　　　　…保健に関する行政サービスの利便性の向上を図り、地域に密着
　　　　　した健康づくりの推進体制を整備
　　・「企業人材全力応援室」の新設
　　　　…市産業を牽引するものづくり産業を中心に、市内企業の労働力
　　　　　確保や人材育成を支援する体制を強化
　　・「土地活用推進室」の新設
　　　　…今後の土地活用に関する検討・実施体制を整備
　　・「各務原市教育センター」の新設
　　　　…児童生徒・保護者・学校のあらゆる悩みや相談に対応できる
　　　　　相談機関と、教職員・保護者・市民等を対象とした研修機関を
　　　　　集約

目標指標

弾力的な組織改正の実施

目標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

実績 継続実施 継続実施

基本方針１．職員の意識改革と行政経営改革

柱２．組織力の向上

企画総務部　企画政策課

実施項目 組織・機構の弾力化

取組内容
社会潮流や市民ニーズの変化に柔軟に対応し、より効率的かつ円滑に業務
を進めるため、継続的に組織の統合、再編などの見直しを行う。



H30の方針

■社会潮流や市民ニーズに沿った組織改正の実施
　※H30組織改正概要
　　・「環境室」の新設
　　　　…ごみ処理施設の基幹的設備の延命化対策等に関する推進体制の
　　　　　強化
　　・「環境水道部」を「水道部」に改め、都市建設部下水道課を水道部
　　　　へ移管
　　　　…上下水道事業を集約し、市民の利便性の向上を図るとともに、
　　　　　事務の効率化及び経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を
　　　　　図る
　　・「地域包括ケア推進室」の新設
　　　　…地域包括ケアシステムの推進体制を強化
　　・「母子健康包括支援センター」の新設
　　　　…妊産婦や乳幼児とその保護者に対する切れ目のない相談体制の
　　　　　整備　等



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

これまでの
取組状況

■再任用制度の運用
　定年退職職員の豊富な知識と経験を活用できるよう、再任用制度を適切
に運用した。
（再任用職員数）
　H28：11名　H29：24名
　
■臨時・嘱託職員の活用
　業務内容（単純作業や定型的事務など）に応じて、臨時・嘱託職員を効
果的に配置した。
（臨時職員数）
　H28：275名　H29：277名
（嘱託職員数）
　H28：336名　H29：281名

H30の方針

■再任用制度及び臨時・嘱託職員の活用
　引き続き、定年退職職員の豊富な知識と経験を十分に活用できるよう再
任制度をを運用するとともに、臨時・嘱託職員等の様々な勤務形態による
適材適所の人材配置を行う。

実施項目 多様な人材の活用

取組内容
柔軟で機動的な組織運営を行うため、再任用職員や嘱託・臨時職員といっ
た多様な雇用形態の職員を、職務の内容に対応して効果的に配置する。

目標指標

多様な雇用形態の職員の効果的な配置

目標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

実績 継続実施 継続実施

市長公室　人事課



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

これまでの
取組状況

■ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた啓発の実施
　・定時退庁と計画的・効果的な業務執行への意識啓発を実施
　・長時間勤務者への精神科医による健康相談を実施（2か月に1度）
　・育児休業・介護休暇等の各種制度を周知
　・前年度の休暇取得実績を公表
　　（年次有給休暇）H28：7.8日　H29：8.0日
　　（夏季休暇）　H28：3.3日　H29：3.4日

H30の方針

■ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた啓発の継続実施
　計画的な休暇制度の利用促進、時間外勤務の縮減を図ることにより、職
員のワーク・ライフ・バランスの実現を推進する。

実施項目 ワーク・ライフ・バランスの推進

取組内容

仕事と家庭生活の調和を図ることができる職場環境づくりや、働き方の意
識改革等を行うため、時間外勤務の縮減、休暇取得の推進や、仕事と育
児、介護の両立のための支援及び組織の意識風土改革による相互支援を図
り、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組みを推進する。

目標指標

職員一人当たりの年間時間外時間数
（H26年度：130時間／人）

目標 120時間／人

実績 138時間／人 134時間／人

市長公室　人事課



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

H29
■「行政評価」の継続実施
　全ての実施事業について成果や実績の現状分析を行った。特に前年度の
指標よりも悪くなった項目については、課題の整理、その対策の検討な
ど、PDCAサイクルを踏まえた施策・事業の見直しを実施した。
　「まちづくり推進会議」からの意見をウェブサイトにて公表した。

　※総合計画達成指標の状況（H28実績）

目標指標

行政評価による総合計画、総合戦略、行政経営改革方針の推進

目標 実施 継続実施 継続実施 継続実施

実績 実施 継続実施

これまでの
取組状況

H28
■「行政評価」の導入
　総合計画の客観的指標及び主観的指標の推移をもとに、全ての実施事業
について成果や実績等の現状分析を行うとともに、課題の整理、その対策
の検討など、PDCAサイクルを踏まえた施策・事業の見直しを実施した。
　外部有識者で組織する「まちづくり推進会議」からの意見をウェブサイ
トに公表した。

　※総合計画達成指標の状況（H27実績）
　

取組内容

「どんな効果がもたらされたか」という視点による事業評価の浸透を図る
ため、各部署において、指標の進捗をもとに施策・事業の目的に照らして
評価を行い、必要に応じて事業の方向性を見直すとともに、外部有識者機
関においてそれらの評価を検証することで施策・事業の改善を図る。

基本方針１．職員の意識改革と行政経営改革

柱３．成果重視の行政運営

企画総務部　企画政策課

実施項目 行政評価による施策・事業の改善

目標値に対して 
順調に 

推移している指標数 

順調に 

推移していない指標数 
全体指標数 

主観的指標 26 26 52 

客観的指標 56 7 63 

合計 82 33 115 

 

目標値に対して 
順調に 

推移している指標数 

順調に 

推移していない指標数 
全体指標数 

主観的指標 25 27 52 

客観的指標 53 10 63 

合計 78 37 115 

 



H30の方針

■「行政評価」の継続実施
　市民の視点に立った市政運営を行っていくために、「行政評価」を継続
実施する。また、この取組を通して、効率的・効果的な成果重視の行政経
営を実現できるように職員の意識改革を図る。
　「まちづくり推進会議」での評価を、各課へフィードバックし事業改善
に繋げていく。



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

これまでの
取組状況

H28
■対話によるまちづくりの推進
　・「自治会まちづくりミーティング」の拡大
　　　開催数を拡大し、１年間で全ての自治会連合会とミーティングを実
　　　施した。また、会議録を市ウェブサイトで公開した。
　
　・市内団体向けの「まちづくりミーティング」のリニューアル
　　　市政をより身近に感じていただけるよう、まちづくりミーティング
　　　の開催方法(日程、場所、プログラム等)をリニューアルした。

　・「あさけんポスト」、エリア担当職員による広聴活動の継続実施
　　　市民から市長への直接提案制度であるあさけんポストや、市内４エ
　　　リアに配置された専任職員による広聴活動を継続して実施した。
　
■パブリックコメント制度の見直し
　・「各務原市パブリックコメント手続実施要綱」を新たに策定
　　　市の基本的な政策等の形成過程における公正性及び透明性の向上、
　　　市民の市政への参画と開かれた市政を推進した。
　　　（対象範囲の拡大、実施責任者の設置、予告の導入等）

H29
■対話によるまちづくり
　自治会まちづくりミーティング、まちづくりミーティング、あさけんポ
スト、エリア担当職員などの事業を引き続き実施した。

■パブリックコメント制度の適正運用
　各部に配置した実施責任者の管理監督のもと、適正な運用を行い平成29
年度は9案件を実施した。
　・新庁舎基本設計
　・高齢者総合プラン
　・産業振興ビジョン　など

目標指標

市民の声の収集及び収集方法の見直しの推進

目標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

実績 継続実施 継続実施

基本方針２．市民とのパートナーシップに基づく市政運営

柱１． 市民参画・市民協働の推進

市長公室　まちづくり推進課　ほか

実施項目 対話によるまちづくりの推進

取組内容

地域や市民一人ひとりの声を施策等に反映させるため、様々なツールで継
続的に市民との対話を積み重ね、市民の声を収集する。また、パブリック
コメント制度の見直しなど、より市民の声を収集できる仕組みを構築す
る。



H30の方針

■対話によるまちづくり
　継続的に市民との対話を積み重ね、市政への反映を行っていく。また、
対話の手法の見直しや新たな対話手法の検討を行っていく。

■パブリックコメント制度の適正運用
　引き続き、実施責任者と協力し新制度が適正に運用されるようにフォ
ローアップしていく。



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

これまでの
取組状況

H28
■まちづくり活動の担い手の育成
　若い世代に対象を絞り、まちづくりについて語り合う「各務原市ワール
ドカフェ」を新たに開催した（参加者数：28名）。
　その後の交流の場として、毎月一回「月イチYouカフェ」を開催
　　　　　　　　　　　　　　　　　（6回開催、延べ38名参加）

■「ふれあいバス」ボランティアの育成
　「ふれあいバス」の再編による新路線の周知を行い、ボランティア団体
との連携により乗り方教室の活動をサポートした。

H29
■まちづくり活動の担い手の育成
　若い世代がまちづくりに関われるような仕組みづくりを検討し、各務原
市で何かしたいと考える方を対象とした「KAKAMIGAHARAいっぽカフェ事
業」を実施した。参加者で構成するチームが自ら企画運営した事業が実施
された。

■「ふれあいバス」ボランティアとの連携
　「ふれあいバス」ボランティアに取り組む団体と活動についての情報共
有・意見交換を行った。「ふれあいバス」の乗り方教室は、高齢者からの
ニーズが非常に高いことから、ボランティア団体と連携し、市でも教室を
実施していくこととした。

H30の方針

■まちづくり活動の担い手の育成
　引き続き、セミナーやまちづくりの担い手育成事業を実施していく。よ
り多くの方に参加していただき、参加者の想いを確実に実施できるような
実施方法を検討し改善していく。

80人 80人

実績 95人 92人

市長公室　まちづくり推進課　ほか

実施項目 まちづくり活動の担い手の育成

取組内容
まちづくり活動やボランティア活動に主体的に参加する市民の増加を図る
ため、まちづくりに関しての啓発やセミナーなどを実施し、まちづくり活
動の担い手の育成を行う。

目標指標

まちづくりセミナー年間参加人数
（H27年度：79人）

目標 80人 80人



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

これまでの
取組状況

H28
■まちづくり活動の支援強化
　・まちづくり支援相談員のレベルアップ
　　相談員をボランティアコーディネート等各種研修会へ参加させ、レベ
　　ルアップを図るとともに、各種相談やコーディネートで実践した。

　・まちづくり活動助成金制度の運営
　　まちづくり活動スタート助成金制度を自治会回覧や市ウェブサイトで
　　周知するとともに、助成金活用団体の公開報告会の開催や活動報告書
　　を作成・公開した。

　・「協働フェスティバル」の開催支援
　　まちづくり活動団体の活動紹介などを通じて、まちづくり活動団体
　　や、市民がつながりあえる場となる「協働フェスティバル」（主催：
　　協働フェスティバル実行委員会）を、実行委員会と協力して開催し、
　　交流機会の創出を図った。
　
■「まちピカ応援隊」と「パークレンジャー」の統合
　　類似した活動を行う両団体を支援する市の窓口を一本化し、業務の効
　　率化を図った。
　「まちピカ応援隊」で活動していた団体には、活動成果を発表する場
　「パークレンジャー大会」に参加することで、団体同士の交流を促進す
　　るとともに、活動の輪を広げる機会を創出した。

H29
■まちづくり活動の支援強化
　・まちづくり活動助成金制度の運営
　　まちづくり活動スタート助成金について、前年同様に周知を行ったが
　　交付団体は1団体となった。単に周知するだけでなく、団体の掘り起こ
　　し方法や助成金制度の見直しに向けた他自治体の取組を研究した。

3団体

実績 6団体 1団体

実施項目 まちづくり活動の支援強化

取組内容

市民が自主性・主体性を持って継続的にまちづくり活動に取り組むことが
できる環境を整えるため、まちづくり支援相談員による支援やまちづくり
参加セミナーの充実を図るとともに、まちづくり活動助成金による支援な
ど、まちづくり活動への支援の充実を図る。

目標指標

まちづくり活動スタート助成金年間交付団体数
（H27年度：4団体）

目標 3団体 3団体 3団体

市長公室　まちづくり推進課　ほか



H30の方針

■まちづくり活動の支援強化
　より多くの団体にまちづくり活動助成金が活用できるよう周知方法や制
度改正を検討する。特に制度については、団体の自立や事業の継続性を考
慮した仕組みとなるようにする。



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

これまでの
取組状況

H28
■地域コミュニティへの支援
　・市から自治会への依頼業務見直しの検討
　　自治会への依頼業務を洗い出し、仕分け作業を実施した。

　・自治会長の負担軽減
　　自治会活動を活性化する環境づくりを進めるため、自治会長専用ポス
　　トの設置及び郵送で各種書類が提出できる自治会長専用封筒を作成
　　し、書類提出に係る自治会長の負担軽減を図った。

H29
■地域コミュニティへの支援
　市から自治会への依頼業務の見直しについて担当課との協議を行い、自
治会連合会長業務を副会長に分担することで負担軽減を実施した。

H30の方針

■地域コミュニティへの支援
　市から自治会への依頼業務の見直しについては、継続して担当課及びエ
リア担当職員を交えて協議を実施し、少しでも負担軽減ができるように努
める。また、各自治会長にエリア担当職員や自治会長専用ポスト及び自治
会長専用封筒を活用していただけるように周知していく。

継続実施

実績 継続実施 継続実施

実施項目 地域コミュニティへの支援

取組内容

自治会など地域コミュニティ組織が、地域の中心的な組織として、地域の
課題解決に向けた活動や地域の公益活動などを活発に行える環境づくりを
行うため、エリア担当職員による支援の充実や自治会連合会の機能強化な
どを図る。

目標指標

自治会活動の活性化の推進

目標 継続実施 継続実施 継続実施

市長公室　まちづくり推進課



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

これまでの
取組状況

H28
■自主防災組織活動の活性化
　自治会連合会において、消防団員を取り込んでの自主防災訓練の実施を
依頼した。また、自治会長に配布する自主防災訓練の手引きを改め、自主
防災訓練の実施に際して、消防団や防災推進員の積極的な参加を促しても
らえるよう啓発した。
　その結果、消防団員の自主防災訓練への参加率は7％であった。

■地域防災を担う人材の育成
　地域の防災リーダーを育成するため、防災ひとづくり講座を開催し、新
たに11名の防災推進員を養成した（H28末現在：77名）。
　将来の地域防災リーダー育成を図るため、小学生57名に対し、防災の知
識や自助・共助の考え方を学ぶ防災キャンプを開催した。H28は、H27のプ
ログラムに加え、地域の協力のもと炊き出しや災害対応訓練を実施した。

■消防ボランティア隊の活動支援
　消防団との連携強化を図るため、連携訓練を実施した（7回実施）。

■住宅用防災警報器の設置促進
　住宅用防災警報器の設置促進のため、消防団や自治会の協力のもと地域
住宅防火訪問を実施した。

H29
■自主防災活動の活性化
　自主防災訓練の実施について啓発を行った結果、市内全体で210自治会が
開催した。また、自主防災訓練への消防団員の参加率も22.4％となり昨年
度に比べて増加した。

■消防ボランティア隊の活躍支援
　消防団との連携強化を図るため、連携訓練を昨年度よりも多く実施し
た。（13回実施）
　消防ボランティア隊が統一した活動を実施できるように、支部長会議に
おいて、消防ボランティア隊の活動内容や活動方針を明確化した.

■住宅用防災警報器の設置促進
　住宅用防災警報器の設置を促進するため、地域住宅防火訪問と一人暮ら
し高齢者家庭の住宅防火訪問を実施した。アンケート調査の結果より、各
務原市火災予防条例の住宅用防災警報器の設置基準を満たしている家庭は
60％から71％になった。

継続実施

実績 一部実施 説明・実施

実施項目 地域防災力の向上

取組内容
市民との連携による災害に強いまちづくりを推進するため、自主防災組織
活動の活性化の支援や、地域防災を担う人材の育成を図る。また、自主防
災組織と消防団が連携し、取り組める体制づくりを推進する。

目標指標

自主防災組織と消防団が連携した自主防災訓練の仕組みの構築

目標 検討・調整 説明・実施 継続実施

企画総務部　防災対策課 ほか



H30の方針

■自主防災活動の活性化
　4月に開催される自治会長大会において防災講演会を開催し、新年度の自
治会長に対して共助の重要性を伝える。
　自主防災訓練の実施及び消防団員や防災推進員の訓練参加について継続
して啓発をしていく。

■消防ボランティア隊の活躍支援
　明確化した消防ボランティア隊の活動方針に基づき、今後は統一された
活動を実施する。また、自主防災訓練への参加や消防団との連携訓練を積
極的に行う。

■住宅用防災警報器の設置促進
　今後も住宅防火訪問を継続的に実施し、直接市民にPRをしていく。



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

これまでの
取組状況

H28
■シティプロモーションの推進
　市シティプロモーション戦略プランに基づき、各種事業を実施した。
　　・移住定住ウェブサイト（OUR FAVORITE KAKAMIGAHARA）を開設し、サ
　　　イトの記事を投稿する市民ライターの養成講座や、価値共創プロ
　　　モーションを推進する映像制作ワークショップの開催
　　・マーケット日和、河川環境楽園夏フェス等、市民参画型事業の実施

H29
■シティプロモーションの推進
　新たに開設した移住定住ウェブサイトでの情報発信により、本市への情
報接触件数は10万件となった。
　イオンモール各務原内に移住定住総合窓口となる「かかみがはらオープ
ンクラス」を開設し、各務原市への移住定住を考える方に向けた情報発信
を行った。
　

H30の方針

■シティプロモーションの推進
　シティプロモーションを推進していくために、まちに関わっている人、
おもしろくしたい人との協働を強く推し進めていく必要がある。まちと関
わる接点を増やし市民参画型事業の実施に努めていく。
　移住定住ウェブサイトを活用した情報発信を市民協働で行い、「共感」
を生むプロモーションを展開する。
　「※関係人口」と地域内の「ヒト・コト・モノ」をつなげ、新たな地域
づくり活動の創造を目指す。

※関係人口：移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」で
もない地域や地域の人々と多様に関わる者。

10事業

実績 6事業 7事業

実施項目 シティプロモーションの推進

取組内容

市民が主体となって進めるシティプロモーションのアイデアや活動をまち
の魅力としてＰＲするため、ワークショップ等の開催により関心の高い市
民の参加を促進し、情報発信の担い手を育成する。また、担い手同士が協
力して魅力の創出に努め、ＳＮＳ等を積極的に活用した発信に取り組める
よう、市民サポーターの組織化を図る。

目標指標

市民参画型事業の実施数
（平成27年度：3事業）

目標

市長公室　広報課　ほか



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

H29
■放課後児童クラブ（学童保育）の民間委託
　市内全ての小学校の放課後児童クラブの民間委託を実施し、また春・冬
休みのみの受け入れも行った。保護者へのアンケートの実施や受託者と定
期的に打合せを行い、運営状況の把握などを行った。

■給食調理業務の民間委託
　正職給食調理員の退職調査と平成31年度の委託予定校の調査を行い、委
託計画の見直しを行った。

H30の方針

■給食調理業務の民間委託
　正職給食調理員の来年度以降の退職調査を行い、その推移やコスト面を
ふまえた委託化を推進していく。

■民間委託の推進
　民間委託が可能な事業については、担当課と連携しながら検討してい
く。公園管理人が管理していた公園の一部について、芝刈りの業務委託を
実施していく。

目標指標

民間委託実施事業数

目標 3事業

実績 2事業 2事業

これまでの
取組状況

H28
■放課後児童クラブ（学童保育）の民間委託
　放課後児童クラブの安定的な運営を図るとともに、民間事業者のノウハ
ウを活用した運営を行うため、３校の放課後児童クラブについて民間委託
を実施した。
　全校民間委託に向け、保護者や支援員への説明会などを実施し、H29から
の全校民間委託を決定した。
　
■給食調理業務の民間委託
　正職給食調理員の退職に伴い、八木山小学校の給食調理業務の民間事業
者への委託を開始した。
　※費用削減効果額：約490万円
　※全小・中・特別支援学校26校中、20校を委託

取組内容
多様化する市民ニーズに適切に対応し市民サービスの向上を図るため、市
が行っている業務のうち、民間のノウハウや知識を活かすことにより、効
果的に市民サービスが提供できるものについて、民間委託を推進する。

基本方針２．市民とのパートナーシップに基づく市政運営

柱２．民間活力の活用

企画総務部　企画政策課　ほか

実施項目 民間委託の推進



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

これまでの
取組状況

H28
■かかみがはら航空宇宙科学博物館の運営主体の検討
　岐阜県とともに、リニューアルオープン後の管理運営主体について協議
を実施した。

■公園の業務委託による維持管理の検討
　作業効率とコスト縮減の観点から、直営の場合と業務委託の場合でのコ
スト比較等を実施した。
　コスト縮減の観点では、直営（公園管理人）による維持管理の方が有利
であり、委託を推進する結論には至らなかった。

■指定管理者制度導入施設のモニタリング（監視・評価）の再構築
　従来のモニタリングは、統一的な実施基準がなく、施設担当部署によっ
て手法に差が生じていたため、実施手順や監視・評価の方法、評価結果の
公表等を定めたモニタリングマニュアルを策定した。

H29
■かかみがはら航空宇宙科学博物館の運営主体の設立
　岐阜県と各務原市との共同で運営法人（一般財団法人岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館）を設立し、平成30年3月24日にリニューアルオープンし
た。

■公園の業務委託による維持管理の検討
　公園管理における現状の問題点や課題を洗い出し、公園管理人による管
理が望ましい公園と、業務委託が望ましい公園を明確にした。

■市立保育園の無償譲渡の推進
　那加保育所、蘇原南保育所、更木保育所、鵜沼東保育所の園舎の無償譲
渡に合わせて改修工事を実施し、所有権移転を行った。

■指定管理者運営主体の見直し
　指定管理者モニタリングの試行として、市内のコミュニティセンターを
除く全ての導入施設のモニタリングを行った。
　外部委員を加えて指定管理者選定委員会を開催し、文化会館の指定管理
者の選定を行った。

目標指標

運営主体見直し施設数

目標

企画総務部　企画政策課　ほか

実施項目 公共施設等の管理運営主体の見直し

取組内容
市が所有する公共施設等について、サービス水準の向上や管理の効率性を
図るため、より最適な施設の管理運営主体について検討する。

2施設

実績 0施設 1施設



H30の方針

■公園の業務委託による維持管理の検討
　公園管理人が管理していた公園の一部について、芝刈りの業務委託を実
施していく。また、その他の公園については指定管理者制度の導入が可能
かどうかの検討を行う。

■市立保育園の無償譲渡の推進
　平成30年度は1園について、園舎の無償譲渡の実施を行う。

■指定管理者運営主体の見直し
　指定管理者制度をより効果的なものにするため、モニタリングの本格導
入を行う。
　指定管理者評価選定委員会を開催し、多様化する市民ニーズに対応でき
るようにするため、管理運営主体の見直しを行う。



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

H29
■ウェブサイトのアクセス解析・改善の実施
　ウェブサイトのアクセス解析の結果、スマートフォン版のトップページ
について閲覧しにくいという課題が出たため、アイコンの位置変更や注目
トピックスをページ上部に配置するなどのリニューアルを行った。

H30の方針

■ウェブサイトのアクセス解析・改善の実施
　今後もウェブサイトのアクセス解析を実施し、内容の精査やウェブサイ
トトップページで視覚に訴えるための改善を実施していく。
　広報紙とウェブサイトの連動記事も作成し、それぞれへの閲覧動線を作
る。

これまでの
取組状況

H28
■ウェブサイトのアクセス解析の実施
　市ウェブサイトのアクセス解析を実施した結果、18～24歳の利用が少な
いことを確認したため、SNSとの連携強化や若年層向けのコンテンツを作成
した。
　・市の定住ウェブサイト(サイト名：OUR FAVORITE KAKAMIGAHARA)との連
　　動を強化
　・新たにSNS「市公式LINE@」の運用を開始

目標指標

市公式ウェブサイトの閲覧数（対28年度比）

目標 ― 102% 104% 106%

実績 2,260,648件
99％

（2,245,423件）

取組内容
利用者のニーズに対応した効果的な情報発信を行うため、アクセス解析
ツールを活用したウェブサイトの魅力向上や、インターネットの各種コン
テンツ等を利用した情報発信を行う。

基本方針２．市民とのパートナーシップに基づく市政運営

柱３．積極的な市政情報の提供

市長公室　広報課

実施項目 インターネットを活用した情報発信



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

104% 106%

実績 100% ― 101.6%

これまでの
取組状況

H28
■読者アンケートの実施
　　アンケートの結果、以下の点が判明したため、改善箇所を検討した。
　　　・一般のお知らせ記事以外では特集記事を読む読者が多い
　　　・小説のコーナーが最も読まれていない

H29
■広報紙面の改善実施
　8月1日号の紙面で、初となる8ページの大型特集を掲載した。臨時で9月
に実施した読者アンケートの結果からも、今回の特集記事は「最も印象に
残っている」との回答が出ており、広報紙の魅力向上に一定の効果があっ
た。
　1月に実施した読者アンケートから、生活に直結するお知らせ記事（くら
しとけんこう、カルチャー）が最も読まれているため、市の取り組みや魅
力を伝える特集記事の読み手を増やすための改善をしていく必要がある。

H30の方針

■広報紙面の改善実施
　引き続き読者アンケートを実施し、広報紙の魅力向上につながる改善を
実施していく。また、通常よりもページ数の多い読み応えのある特集記事
を年間で2～3号程度掲載していく。
　広報紙とウェブサイトの連動記事も作成し、それぞれへの閲覧動線を作
る。

目標指標

広報紙に満足を感じている人（対28年度比）

目標 ― 102%

市長公室　広報課

実施項目 広報紙の魅力向上

取組内容
市民が必要とする情報を把握し、的確に情報提供を行うため、広報紙に関
するアンケートを実施し、その結果の分析・検証をもとに、広報紙の構成
やページのレイアウトなど紙面の見直しを図る。



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

これまでの
取組状況

H28
■要綱の整理及び公表
　市が定める要綱を以下のように分類した。
　　・補助金等交付要綱
　　・委員会等設置要綱
　　・行政指導等要綱
　　・事務事業実施要綱
　このうち、より直接的に市民生活や企業などの事業活動に関わりの深い
と考えられる「補助金等交付要綱」「行政指導等要綱」について、先行し
て整理し、市ウェブサイトにおいて公開した。

H29
■要綱の整理及び公表
　「委員会等設置要綱」「事務事業実施要綱」について整理した。当初、
約６００件存在していた要綱を廃止、見直し等を行った上で、市ウェブサ
イトで公表した要綱は、平成２９年度末現在３５５件となった。
　

H30の方針

■要綱の整理及び公表
　今後も要綱に改正等があれば順次更新していく。

実施項目 事務事業の実施基準の公表

取組内容

市が保有している情報を積極的に公開し、市民の市政に対する理解と信頼
を深め、市民との協働によるまちづくりを推進するため、市が保有してい
る要綱などの内規を調査し、そのうち市民生活や企業等の事業活動に関係
するものなど、公表の基準を定め、市ウェブサイトに公開する。

目標指標

要綱等の公表

目標 検討 実施 ― ―

実績 一部実施 実施 ― ―

企画総務部　総務課



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

H30の方針

　行政評価や総合計画の後期計画策定と連動した一体的な事業棚卸しを実
施し、平成31年度の予算へ反映していく。

これまでの
取組状況

H28
　平成27年度の事業棚卸し結果の反映状況（平成28年度予算）を調査し、
フォローアップを実施した。
　※27年度事業棚卸し結果
　　継続：210事業　廃止20事業
　　拡大リニューアル：7事業　縮小リニューアル：18事業
　　削減実績額：43,302千円

目標指標

事業棚卸しの実施

目標 実施 ― 実施

実績 実施 ―

取組内容
限られた経営資源を、有効かつ効率的に活用するため、市民ニーズや社会
情勢を踏まえ、市に裁量がある全事業について３年毎に見直しを行い、次
年度以降の事業展開に反映する。

基本方針３．効率的で質の高い市民サービスの提供

柱１．効率的で効果的な行政サービスの提供

企画総務部　企画政策課

実施項目 事業棚卸しの推進



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

100% ―

実績 34% 66% ―

これまでの
取組状況

H28
■防災体制の強化
　・防災担当課を企画総務部から市長直結の市長公室へ移管（再掲）
　　…災害時における指揮系統を明確にし、初動体制や機動力の強化を図
　　　った。
　・市の活動体制の強化
　　…災害発生時の市職員の動員･活動体制などを定めた「各班行動計画」
　　　を見直し（発災後「24時間以内」を「2週間以内」に拡大）
　　…災害時の制約がある状況化で、優先的に実施すべき業務の特定や執
　　　行体制、対応手順等を定める「業務継続計画（BCP）」の策定に着手

■職員への救命講習の実施
　・職員への救命講習を実施（受講者：228名）
　・28年度から30年度までの3年間で全職員が救命講習を受講予定

■教職員等への応急手当普及員養成の推進
　・教職員等の応急手当普及員の指導実績等について調査
　・企業社員や福祉施設の職員など、新たな講習受講者獲得について検討

H29
■防災体制の強化
　大規模災害発生時等における市役所業務の執行体制や対応手順、資源の
確保を目的とした「業務継続計画（BCP）」を策定した。

■職員への救命講習の実施
　未受講者への救命講習を6月と2月に実施し、218名が受講した。

■教職員等への応急手当普及員養成の推進
　教職員、大学生、企業等に対して普及員養成講習を実施した。また、イ
オン各務原にて、心肺蘇生法や119番通報体験等の普及啓発活動を行った。

目標指標

市職員の救命講習受講率
（講習を受講した職員数/消防職員を除く正職員数）

（H27年度：12.3%）

目標 25% 65%

企画総務部　防災対策課

実施項目 防災体制の強化

取組内容

災害発生時、人的支援や物的支援を円滑に行うため、防災体制の見直し、
強化を行うとともに、指定避難所において傷病者が発生した場合、可能な
範囲で傷病者に対して応急手当ができるよう、すべての職員に対して救命
講習を定期的に実施する。



H30の方針

■防災体制の強化
　地域防災計画の総合的な見直しと業務継続計画についての職員への研修
を行う。

■職員への救命講習の実施
　未受講者への計画的な講習を実施する。

■教職員等への応急手当普及員養成の推進
　引き続き、教員、大学生、企業等に対して応急手当普及員養成講習の参
加募集を行っていく。
　介護職員、福祉施設職員は関心があるが、多忙なため受講まで至ってい
ない。短時間の講習や内容を分割した講習などを検討していく。



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

―

実績 検討・一部実施 実施 ― ―

これまでの
取組状況

H28
■「東保健相談センター」の設置
　市東部の保健活動の拠点となる東保健相談センターをH29年3月に整備し
た。
　　・各種保健事業を展開し、サービスを拡充
　　・保健活動の体制を業務担当制から地区担当制へ変更

H29
■「東保健相談センター」におけるサービスの拡充
　保健相談センター（総合福祉会館）で行っている各種保健事業を東保健
相談センターでも実施した。また、実施内容の均一化を図るため、定期的
な連携会議の実施や、両センターの職員がそれぞれの事業に相互に参加し
た。

H30の方針

　市民にとっての健康づくりや子育て支援の拠点である保健相談センター
において、円滑でより地域に密着した保健事業運営を行うことで、保健
サービスの利便性を向上していく。
　平成30年4月に総合福祉会館に「母子健康包括支援センター（クロー
バー）」を開設し、妊産婦や乳幼児等が安心して健康な生活できるように
支援していく。

実施項目 保健相談体制の充実

取組内容

地域に密着した保健活動を行うことで、市民への保健サービスの利便性を
向上させ、安心して健康相談ができる環境づくりを行うため、保健活動の
体制を業務担当制から地区担当制へと変更するとともに、拠点となる施設
の整備を行う。

目標指標

地域担当制への移行及び東部拠点整備

目標 実施 ―

健康福祉部　健康管理課



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

これまでの
取組状況

H28
■窓口サービスの向上
　新庁舎を見据え、導入する窓口案内システムの調査や、先進地(茅ヶ崎
市、立川市)視察を行うなど、窓口機能について検討した。

H29
■窓口サービスの向上
　市民にとって分かりやすく、職員にとって機能的な窓口環境等について
の検討を行った。新庁舎における窓口サービスの向上を図るため、窓口支
援システムの仕様及び来庁者の動線を考慮した窓口と待合レイアウト案を
作成した。

■マイナンバーによる証明書のコンビニエンスストア発行
　マイナンバーカードの普及率やコンビニ交付に関する国や県内他市の動
向調査、予算等の各種シミュレーションを行った結果、平成31年4月からコ
ンビニ交付サービスを開始することとした。

H30の方針

■窓口サービスの向上
　新庁舎建設を見据え、来庁者の動線を考慮した具体的な窓口・待合運用
方法を引き続き検討する。
　窓口付帯設備の仕様及び数量を決定する。

■マイナンバーによる証明書のコンビニエンスストア発行
　マイナンバーカードの普及に向けて、ポスター掲示や窓口での呼びかけ
を実施する。
　コンビニ交付サービスの開始に伴い、現在市内に5台設置してある証明書
自動交付機を順次撤去していくため、広報紙やポスターなどによる周知を
行っていく。

実施項目 窓口サービスの向上（窓口機能の整備）

取組内容
誰もが訪れやすく、わかりやすい窓口サービスを目指し、総合窓口の導入
や窓口の案内方法、窓口設備について検討し、窓口サービスの向上を図
る。

目標指標

窓口サービスの見直しの実施

目標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

実績 継続実施 継続実施

市民部　税務課　ほか窓口担当課



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

28年度 29年度 30年度 31年度

基本方針３．効率的で質の高い市民サービスの提供

柱２．積極的な財源の確保

市民部　税務課、医療保険課

実施項目 収納率の向上

取組内容

市税収入等の自主財源を確保するため、クレジット収納の開始、ペイジー
収納の検討など納付しやすい環境整備や、電話催告事業の見直し、徴収専
門の再任用職員の配置などを行い、収納率の向上と滞納繰越額の削減を図
る。また、新庁舎建設に合わせ、徴収事務の一元化の検討を行う。

目標指標

市税現年収納率
（H26年度：98.63%）

目標 98.80% 98.85% 98.95% 99.00%

実績 98.92% 98.95%

93.50% 93.70%

これまでの
取組状況

H28
■収納率の向上
　・新たに市税、国民健康保険料のクレジット収納を開始
　・電話勧奨業務のリニューアルを実施
　　　1時間あたりの架電数が改善
　　　督促状発送前の架電による発送件数削減
　・新たに徴税担当専門官を配置
　　　経験豊富な再任用職員の活用

H29
■収納率の向上
　市税と国民健康保険料の現年収納率は前年度よりも向上した。

（市税）
　通話成功率と納付約束率は前年度を上回る結果となった。
　・通話成功率（通話件数/架電件数）：53.1％（前年：52.1％）
　・納付約束率（納付約束件数/架電件数）：22.4％（前年：21.7％）
（国民健康保険料）
　一方で、国民健康保険料に関しては、通話成功率は前年度を上回った
が、納付約束率は下回る結果となった。
　・通話成功率（通話件数/架電件数）：51.2％（前年：50.4％）
　・納付約束率（納付約束件数/架電件数）：36.0％（前年：45.1％）

　住民税に関しては、特別徴収を行っていない事業所に対して、普通徴収
から特別徴収への切替依頼を行った結果、66の事業所が切替を行った。

目標指標

国民健康保険料現年収納率
（H26年度：92.87%）

目標 93.00% 93.50% 94.00% 95.00%

実績



H30の方針

■収納率の向上
　電話勧奨業務における時間別の通話成功率や納付約束率などの算出から
効果分析を行い、架電のタイミングやアナウンス内容、勧奨後の対応など
の事務改善を図っていく。
　ペイジー収納など新たな納付方法の導入を検討していく。



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

企画総務部　財政課　ほか

実施項目 受益者負担に基づく使用料等の見直し

取組内容

安定的な施設運営や公平性の確保を図るため、施設の設置目的や施設形
態、維持管理等に要するコストや利用状況及び近隣市町との比較などを踏
まえ、施設使用料の見直しを行う。併せて、証明の手数料等についても見
直しを行う。

これまでの
取組状況

H28
■受益者負担に基づく使用料等の見直し
　・データ収集や分析に着手
　　※火葬場の市外居住者使用料が施設使用にかかる原価金額と乖離
　・消費税率引き上げを踏まえた見直しを想定していたが、引き上げ時期
　　の延期に伴い、使用料等見直し時期を延期

■下水道使用料の見直し
　・下水道財政状況の現状及び使用料の調査を実施
　・現状の使用料は低価格となっているものの、経費回収率が76.6％と低
　　い状況であり、受益と負担のバランスが不均衡

H29
■受益者負担に基づく使用料等の見直し
　使用料の見直しに向けての基本方針案やスケジュール案を作成した。

■下水道使用料の見直し
　下水道事業運営審議会において下水道使用料の改定についての審議を行
い、市長への答申が行われた。
（答申内容）
　・市の一般会計からの補てんなしで必要経費でまかなえるよう、平均改
　　定率32.2％の改定を行うこと
　・市民生活への影響を考慮し、2段階で引き上げを行うこと
　・独居高齢者など使用量が低い方に配慮するよう、現代の家族構成や社
　　会情勢に合わせた完全な従量制が好ましい
　・大幅な改定は市民生活への影響が大きいため、今後は3～5年で定期的
　　に見直しを行うこと

H30の方針

■受益者負担に基づく使用料等の見直し
　他市の視察等を踏まえ、詳細な見直し手法を検討し現状調査を実施す
る。

■下水道使用料の見直し
　下水道使用料の改定に向けて、市民に対し市の下水道の現状などを丁寧
に説明していく。
　下水事業運営協議会からの答申を考慮し、下水道条例改正案を議会に提
出する。

目標指標

各種使用料等の改定

目標 検討 検討・実施 一部実施 実施

実績 検討 検討・実施



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

水道部　下水道課

実施項目 公共下水道の普及活動の推進（水洗化率の向上）

取組内容
水洗化率の向上による安定した料金収入の確保や、公共水域の水質保全を
図るため、説明会や個別訪問による普及活動、ウェブサイトや広報紙、イ
ベント等における啓発活動を行う。

目標指標

水洗化率
（H26年度：85.7%）

目標 86.50% 87.0%

これまでの
取組状況

H28
■公共下水道の普及啓発
　水洗化率の向上を図るため、以下の普及啓発を実施した。
　　・新たにリーフレットを作成・配布
　　・広報紙での特集記事掲載
　　・職員による戸別訪問
　　・産業農業祭等、イベントでの普及活動

H29
■公共下水道の普及啓発
　前年度からの普及啓発活動は継続して行い、新たにイオンモール各務原
での普及イベントを実施した。

H30の方針

■公共下水道の普及啓発
　職員による個別訪問やイベントでの普及活動など、継続して普及啓発活
動を実施する。
　他市の取り組みで良い事例があれば、積極的に取り入れていく。

87.5% 88.0%

実績 87.80% 88.60%



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

企画総務部　企画政策課

実施項目 ネーミングライツ・広告制度の導入

取組内容
施設などの維持管理の安定的な財源を確保するため、市が管理する公共施
設等について、ネーミングライツや広告制度を導入する。

目標指標

ネーミングライツ・広告制度の導入

目標 継続実施 継続実施 継続実施

これまでの
取組状況

H28
■公共施設へのネーミングライツの導入
　県と共同で募集したグリーンスタジアムのネーミングライツに川崎重工
業(株)が応募し、同施設の愛称が「川崎重工ホッケースタジアム」となっ
た。
　※命名権料　岐阜県　　年額2,400,000円（税別）
　　（5年間）　各務原市　年額1,600,000円（税別）
　効果が期待できる施設の洗い出しを実施するとともに、市独自の基本方
針案、審査委員会設置案を作成した。

■本庁舎１階への広告付き庁舎案内表示設備の導入
　従前の産業文化センター１階に加え、新たに本庁舎１階に広告付き庁舎
案内表示設備を導入した。
　※H28広告掲載料：1,879,200円（H27：567,000円）

H29
■公共施設へのネーミングライツの導入
　市の基本方針及びネーミングライツ・パートナー選定委員会設置要綱を
策定した。市内3施設の募集を行い、全ての施設に応募があった。
　・各務原市総合体育館
　・各務原市民球場
　・各務原リバーサイド21

H30の方針

■公共施設へのネーミングライツの募集
　昨年度募集を行った3施設について、応募企業との契約に向けた詳細を決
めていく。
　ネーミングライツの効果が期待できる施設を検討し、新たな募集に向け
ての準備を進めていく。

継続実施

実績 継続実施 継続実施



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

企画総務部　財政課

実施項目 補助金・負担金及び交付金の見直し

取組内容

各種団体に支出している全ての補助金等について、市民ニーズや社会潮
流、公益性の観点から、３年毎に見直しを行う。また、新たな補助金等に
ついても、予算査定において精査するとともに、期限を設定し、期限到来
時において見直しを行う。

目標指標

効果や必要性の低い補助金負担金の縮小、廃止

目標 実施（負担金） 実施（補助金・交付金） ―

これまでの
取組状況

H28
■負担金の見直し
　各種団体や事業等への負担金について、見直しを実施した。
　　※223の負担金のうち10の負担金を廃止（削減額：1,874千円）
　　　繰越金の多いものや負担金支出のあり方に疑義があるものについて
　　　は、担当課に検討、調整を要請。見直しの結果を予算編成に反映。

H29
■補助金・交付金の見直し
　各種補助金の見直しを行った。
　　※対象となった114件の補助金のうち6件を廃止（削減額：500千円）

H30の方針

■負担金・補助金・交付金の見直し
　これまでの取組によって見直しが必要な負担金・補助金などは減ってき
ていると考えられる。今後は見直し方法やタイミングについて検討し実施
していく。

実施（負担金）

実績 実施（負担金） 実施（補助金・交付金） ―



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

企画総務部　管財課

実施項目 遊休土地の処分・有効活用

取組内容
維持管理費の削減及び売却収入、固定資産税収入などの財源の確保のた
め、遊休土地の処分や有効活用について、個々の物件に応じた活用方法を
見極め、その潜在顧客に対して効率的・効果的なアプローチを行う。

目標指標

処分や貸付等の対象となる遊休市有地の維持管理費（対前年度比）
（H27年度：8,971,561円）

目標 減少 減少 減少

これまでの
取組状況

H28
■遊休土地の売却促進
　12件の物件を公募売却に諮り、3件を売却した。
　　・売却額：18,934千円
　　・維持管理費：9,078,901円

H29
■遊休土地の売却推進
　13件の物件を公募売却に諮り、7件を売却した。
　　・売却額：157,038千円
　　・維持管理費：9,041,294円

H30の方針

■遊休土地の売却促進
　売却が困難な物件については価格の見直しや隣接地権者との協議を行い
利活用が可能であれば、不動産会社等に情報提供を行う。

減少

実績 微増 減少



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

H29
■広域連携による事業実施
　広域連携協議会においては、昨年度からの5分野での分野別会議に加え、
新たに「環境」「健康分野」の会議にも参画し、広域連携によって効果が
見込まれる事業の検討を行った。
　行政サービスの維持及び向上を図り、将来に向けての活力を生み出して
いくための連携中枢都市圏（岐阜市を中枢とした）への参画は見送った。

H30の方針

■広域連携による事業実施
　岐阜地域広域圏協議会には引き続き参画し、連携可能な事業の検討及び
情報収集を行う。

目標指標

岐阜地域広域圏協議会の連携事業の実施

目標 実施 継続実施 継続実施 継続実施

実績 実施 継続実施

これまでの
取組状況

H28
■広域連携による事業実施
　「産業」「防災」「福祉」「公共交通」「教育」の5分野で分野別会議を
実施し、広域連携により効果が見込まれる事業を検討･実施した。

取組内容
広域的な課題や共通の課題に共同で取り組むことで、より効果的かつ効率
的な行政運営を行うため、岐阜地域広域圏協議会において様々な分野で連
携して取り組める事業を検討し、具体的な事業を展開する。

基本方針３．効率的で質の高い市民サービスの提供

柱３．広域連携の推進

企画総務部　企画政策課

実施項目 岐阜地域広域圏の連携推進



担当部署

28年度 29年度 30年度 31年度

H30の方針

■関市、美濃加茂市との連携事業の実施
　今年度、クラウドファンディング（FAAVO美濃國）事業の運営に関する契
約が切れるため、これまでの効果を検証し、今後の方針について検討す
る。
　引き続き新たな連携事業の立ち上げに向けた検討・調整を実施する。

これまでの
取組状況

H28
■関市、美濃加茂市との連携事業の実施
　両市との地方創生広域連携協定に基づき、「まち」「ひと」「しごと」
の創生に向けた連携事業を実施した。
　・クラウドファンディング（FAAVO美濃國）事業
　・シティセールス事業
　・U・Iターン事業
　・ビジネスプラス展inSEKI事業
　・合同企業説明会事業

H29
■関市、美濃加茂市との連携事業の実施
　昨年度に引き続き、地方創生に向けた三市連携事業を実施し、また新た
な連携事業の立ち上げに向けた検討会議を行った。
　・クラウドファンディング（FAAVO美濃國）事業
　・シティーセールス事業
　・合同企業説明会　　　　　など

目標指標

地方創生に基づく三市連携事業の実施

目標 実施 継続実施

企画総務部　企画政策課

実施項目 地方創生に基づく広域連携の推進

取組内容

近隣自治体と連携し、それぞれが誇る強みを相互に活用することでその価
値を高め、地域の更なる発展を目指すため、地域で活躍できる人材を育成
するとともに、移住しやすい環境の整備、働く場の創出、シティセールス
等を協力して実施する。

継続実施 継続実施

実績 実施 継続実施


