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資料３ 





担当部署

29年度 30年度 31年度

■「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・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

■人材育成対策官の配置を決定
　　平成29年度より、新たに職員の能力開発を支援するため、
　専門職員を配置する。

■「各務原市人材育成基本方針」の浸透
　　庁内会議や庁内イントラネットを通じて、職員へ周知し、浸透を
　図る。

■研修体系の見直し
　　新しい人材育成基本方針を基に、研修体系及び年間計画の見直し
　を行い、研修メニューの充実・強化を図る。

改訂・実施

H28の成果

H29の方針

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

人材育成基本方針の改定及び浸透

人材育成基本方針の改定及び周知

目標指標

目標

実績

実施項目

取り組み内容
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。

28年度

改定・実施 継続実施 継続実施 継続実施



担当部署

29年度 30年度 31年度

市長公室　人事課　ほか

実施項目 職員研修の充実

取り組み内容
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。

H28の成果

■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）
　　・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の方針

■研修体系の見直し（再掲）
　　新しい人材育成基本方針を基に、研修体系及び年間計画の見直し
　を行い、研修メニューの充実・強化を図る。

■事業担当課による各種研修の継続
　　研修ニーズ等を踏まえ、研修メニューや対象者の見直しを図る。

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）

28年度

目標 1.30回

実績 1.38回



担当部署

29年度 30年度 31年度

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

取り組み内容

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）

28年度

目標 15件（累計）

実績 8件

H28の成果

■職員提案制度の実施
　　職員提案制度の募集を行い、８件の提案を受け付けた。
　　うち、５件は採用又は一部採用。不採用となった案件は継続研究
　とした。
　
　　※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の方針

■職員提案制度の継続実施
　　新たな提案事業の募集及び継続研究案件のフォローアップを
　実施する。



担当部署

29年度 30年度 31年度

市長公室　人事課

実施項目 人事評価制度の活用

取り組み内容

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。

H28の成果

■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、新たに人事評価
　制度を導入した。
　　人事評価制度の説明会を開催した上、年２回の人事評価を実施し、
　人材育成のツールや能力・業績重視の人事管理への活用を図った。

■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の方針

■人事評価制度の継続実施
　　制度の流れや活用方法について庁内への浸透を図るとともに、
　評価方法については必要に応じて見直し・改善を実施する。
　　新規採用職員等に対する人事評価制度の説明会や新規管理監督者
　に対する研修を実施する。

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

28年度

目標 実施 継続実施 継続実施 継続実施

実績 実施



担当部署

29年度 30年度 31年度

市長公室　人事課

H28の成果

■ストレスチェックの導入
　　H28より、新たにストレスチェックを導入した。
　　受診率は94.2％で、ストレスチェック回答不備が5％あり、不備へ
　の対応が必要となった。

■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、保健師による健康
　相談を実施した。なお、面接指導は対象者の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の方針

■ストレスチェックの継続実施
　　集団分析の経年経過をみることにより、職場改善に活用する。

■面接指導の利用促進
　　面接指導、保健師による健康相談利用者の増加を促進する。

■保健活動の継続実施
　　長時間勤務者に対する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。

実施項目 職員の心の健康度の向上

取り組み内容
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（対前年度比）

28年度

目標 ― 減少 減少 減少

実績 7.70%



担当部署

29年度 30年度 31年度

■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

■社会潮流や市民ニーズに沿った組織改正の継続実施

　　※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

H28の成果

H29の方針

目標

実績 継続実施

弾力的な組織改正の実施

28年度

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

継続実施 継続実施

柱２．組織力の向上

企画総務部　企画政策課

組織・機構の弾力化

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。

実施項目

取り組み内容



担当部署

29年度 30年度 31年度

担当部署

29年度 30年度 31年度

市長公室　人事課

実施項目 多様な人材の活用

取り組み内容
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

28年度

目標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

実績 継続実施

H28の成果

■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（徴収専門官、農地専門官の配置など）。
■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。

H29の方針

■再任用制度の運用
　　制度の適正運用、効果的な職員配置を継続する。

■臨時・嘱託職員の活用
　　制度の適正運用、効果的な職員配置を継続する。

市長公室　人事課

実施項目 ワーク・ライフ・バランスの推進

取り組み内容

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）

28年度

目標 120時間／人

実績 138時間／人

H28の成果

■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
　・長時間勤務者への健康相談を実施
　・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

H29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。



担当部署

29年度 30年度 31年度

H29の方針

目標

実績

目標指標

継続実施

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

28年度

実施 継続実施

H28の成果

継続実施

■「行政評価」の継続実施
　　市民の視点に立って行政活動の全体を捉えていくため、「行政
　評価」を継続実施するとともに、この取り組みを通して、職員の
　意識改革を図る。
　　平成29年度第１回まちづくり推進会議において報告する。

　　　※総合計画達成指標の状況（H28実績）

実施

■「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、すべての
　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、その対策に検討など、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」での評価を受け、
　妥当性・客観性を確保した。

　　　※総合計画達成指標の状況（H27実績）
　

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

行政評価による施策・事業の改善

「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。

実施項目

取り組み内容

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 

 

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 

 



担当部署

29年度 30年度 31年度

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

市民の声の収集及び収集方法の見直しの推進

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。

28年度

市長公室　まちづくり推進課　ほか

対話によるまちづくりの推進実施項目

取り組み内容

目標指標

継続実施 継続実施

実績

継続実施 継続実施目標

継続実施

H28の成果

H29の方針

■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。
　
　・「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）

■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」の継続実施
　　５月～８月にかけて、自治会まちづくりミーティングを開催
　
　・「まちづくりミーティング」、「あさけんポスト」など、様々な
　　広聴活動の継続実施

■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、新制度が適正に
　運用されるようフォローアップを実施する。



担当部署

29年度 30年度 31年度

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

取り組み内容
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。

H28の成果

■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の方針

■まちづくり活動の担い手の育成
　　新たに、若い世代の発想力・行動力を地域で活かしてもらうことで
　まちづくり活動の活性化につなげるための学習や交流の場を創出する。

■「ふれあいバス」ボランティアの育成の継続
　　引き続き、「ふれあいバス」の乗り方サポートについても、市内
　ボランティア団体の発掘や意欲あるボランティア団体との連携を実施
　する。

目標指標

まちづくりセミナー年間参加人数
（H27年度：79人）

28年度

目標 80人 80人 80人 80人

実績 95人



担当部署

29年度 30年度 31年度

市長公室　まちづくり推進課　ほか

実施項目 まちづくり活動の支援強化

取り組み内容

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）

28年度

目標 3団体 3団体 3団体 3団体

実績 6団体

H28の成果

■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の方針

■まちづくり活動の支援強化
　　より多くの団体に助成金を活用していただくため、平成30年度に
　向けて、積極的に地域に赴き、活動者と直接話し周知していく。
　　まちづくり活動の現状把握や他市の事例を研究し、現在の助成制度
　の改正を検討する。



担当部署

29年度 30年度 31年度

市長公室　まちづくり推進課

実施項目 地域コミュニティへの支援

取り組み内容

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。

H28の成果

■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見直しの検討
　　　依頼業務の見直しについて、引き続き、担当部署と協議のうえ、
　　負担軽減に関する方策を検討する。

　・自治会長の負担軽減
　　　自治会長専用ポスト及び自治会長専用封筒の利用について、新
　　自治会長に周知する。

目標指標

自治会活動の活性化の推進

28年度

目標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

実績 継続実施



担当部署

29年度 30年度 31年度

企画総務部　防災対策課 ほか

H28の成果

■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躍支援
　　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）。

■住宅用火災警報器の設置促進
　　住宅用火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の方針

■自主防災組織活動の活性化
　　各自治会連合会において、新年度自治会長に「自主防災組織の
　手引き(改訂版)」を配布し、自主防災訓練の実施及び消防団員や
　防災推進員の参加について啓発を実施する。

■地域防災を担う人材の育成
　　講座等を通じて、防災推進員や将来の地域防災リーダーを育成する。

■消防ボランティア隊の活躍支援
　　消防団との連携訓練を実施する。

■住宅用火災警報器の設置促進
　　消防団や自治会の協力のもと、地域住宅防火訪問を実施する。

実施項目 地域防災力の向上

取り組み内容
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

28年度

目標 検討・調整 説明・実施 継続実施 継続実施

実績 一部実施



担当部署

29年度 30年度 31年度

市民参画型事業の実施数
（平成27年度：3事業）

28年度

目標 10事業

市長公室　広報課　ほか

実施項目 シティプロモーションの推進

取り組み内容

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

H28の成果

■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など、価値共創プロ
　　　モーションを推進
    ・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
　
■公園イベントの開催
　　「たけのこまつり」や「河跡湖フェスティバル」といったイベント
　をより魅力的なものにするため、市民団体との意見交換会を実施し、
　リニューアルを検討した。

H29の方針

■シティプロモーションの推進
　・移住定住ウェブサイトを活用した情報発信を行い、本市への情報
　　接触件数の増加を目指す
　・市民ライターワークショップを継続実施し、市民自らがまちの魅力
　　を発信する取り組みを推進
　・イオンモール各務原内に移住定住総合窓口を設置し、移住定住の
　　促進とまちの魅力を発信する取り組みを推進

■公園イベントの開催
　　今後の公園イベントの在り方を検討するとともに、イベントの
　リニューアルに伴う新たな公園の利活用と維持管理など、施設面
　での強化について検討する。

実績 6事業



担当部署

29年度 30年度 31年度

H28の成果

■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

H29の方針

■放課後児童クラブ（学童保育）の充実
　　全校民間委託の実施に合わせ、新たに春・冬休みのみの受け入れを
　実施し、サービスの拡充を図る。

■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者調査と委託計画の見直しを
　実施する。

目標指標

民間委託実施事業数

28年度

目標 3事業

実績 2事業

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

取り組み内容
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生かすことにより、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。



担当部署

29年度 30年度 31年度

H28の成果

■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。

■公園の指定管理者制度導入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の方針

■かかみがはら航空宇宙科学博物館の運営主体の検討
　　6月に博物館設置管理条例を制定し、指定管理者制度の導入に向けた
　調整を実施する。

■公園の指定管理者制度導入よる維持管理の検討
　　委託にかかる全体作業量と費用の精査を行い、作業効率とコスト
　縮減を踏まえた上で、維持管理に最も合理的な手法を立案する。

■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
　　H30からの本格導入に向けて、H29は試行期間として、再構築した
　仕組みを点検、必要に応じて改善を図る。

■市立保育園の無償譲渡の推進
　　民営化した旧公立保育所の園舎（建物）を、運営法人の長期的な展
　望による特色ある経営を図る観点より、建物無償貸与契約の満了した
　保育園舎から、順次、無償譲渡を行う。
　　H29は、４園について園舎の無償譲渡を実施する。

2施設

実績 0施設

目標指標

運営主体見直し施設数

28年度

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

取り組み内容
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。



担当部署

29年度 30年度 31年度

担当部署

29年度 30年度 31年度

■ウェブサイトのアクセス解析の継続実施
　　特に若年層への情報発信ができているかをチェックし、必要に応じて
　新たなコンテンツの導入を検討する。

実績

H28の成果

H29の方針

目標

目標指標

■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(OFK)との連動を強化
　　・新たにSNS「市公式LINE@」の運用を開始

市公式ウェブサイトの閲覧数（対28年度比）

28年度

― 102% 104% 106%

2,260,648件

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

インターネットを活用した情報発信

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。

実施項目

取り組み内容

市長公室　広報課

実施項目 広報紙の魅力向上

取り組み内容
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リニューアルを図る。

目標指標

広報紙に満足を感じている人（対28年度比）

28年度

目標 ― 102% 104% 106%

実績 ―

H28の成果

■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の方針
■読者アンケート結果の反映、継続実施
　　・巻頭特集や小説コーナーの見直しを実施する。
　　・読者アンケート内容を改めて実施する。



担当部署

29年度 30年度 31年度

企画総務部　総務課

実施項目 事務事業の実施基準の公表

取り組み内容

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

28年度

目標 検討 実施

実績 一部実施

H28の成果

■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の方針

■要綱の整理及び公表
　　未実施の「委員会等設置要綱」「事務事業実施要綱」について整理、
　公開する。
　　また、公表済みの要綱については定期的に更新する。



担当部署

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

事業棚卸しの推進

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。

実施項目

取り組み内容

■事業棚卸しの推進
　　平成27年度の事業棚卸結果の反映状況について、予算編成時において
　フォローアップを実施する。
　　※27年度事業棚卸結果
　　　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

■事業棚卸しの推進
　　H30の実施に向けた事業棚卸手法等を検討する。

目標指標

H28の成果

H29の方針

28年度

実施

事業棚卸しの実施

目標

実績



担当部署

29年度 30年度 31年度

企画総務部　防災対策課

実施項目 防災体制の強化

取り組み内容

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。

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%）

28年度

目標 25% 65% 100%

実績 34%

H28の成果

■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
　　　　強化を図る
　・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の方針

■防災体制の強化
　・「防災計画係」の新設（再掲）
　　　…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を図る
　・市の活動体制の強化
　　　…「各班行動計画」について更なる見直しの実施
　　　　（発災後「2週間以内」を「1ヵ月以内」に拡大）
　　　…「業務継続計画（BCP）」の策定

■職員への救命講習の実施
　・未受講者への計画的講習の実施

■教職員等への応急手当普及員養成の推進
　・一般企業の社員、福祉施設の職員を対象とした普及啓発の実施



担当部署

29年度 30年度 31年度

担当部署

29年度 30年度 31年度

健康福祉部　健康管理課

実施項目 保健相談体制の充実

取り組み内容

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

28年度

目標 実施

実績 検討・一部実施

H28の成果

■「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の方針

■東保健相談センターにおけるサービスの拡充
　　東保健相談センター実施事業
　　　・乳幼児健康診査事業　　・マタニティー広場事業
　　　・ことばの相談事業　　　・健康教室事業
　　　・２歳児歯科教室事業　　・健康相談事業
　　　・のびのび測定事業

市民部　税務課　ほか窓口担当課

実施項目 窓口サービスの向上（窓口機能の整備）

取り組み内容
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。

H28の成果

■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の方針

■窓口サービスの向上
　　新庁舎を見据え、引き続き、窓口機能について検討する。
　　庁舎の休日開庁について検討する。

目標指標

窓口サービスの見直しの実施

28年度

目標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

実績 継続実施



担当部署

29年度 30年度 31年度

29年度 30年度 31年度

H28の成果

H29の方針

実施項目

取り組み内容

目標指標

目標指標

目標

実績

目標

国民健康保険料現年収納率
（H26年度：92.87%）

28年度

93.00% 93.50% 94.00% 95.00%

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

収納率の向上

実績 98.92%

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、電話催告事業のリニューアル、
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。

市税現年収納率
（H26年度：98.63%）

28年度

98.80% 98.85% 98.95% 99.00%

■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

■収納率の向上
　　収納率向上に向け、新たな納付方法の検討や相談機会の充実を
　推進する。

93.50%



担当部署

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

取り組み内容

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。

H28の成果

■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
　・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H31へ延期

■火葬場使用料見直しの検討
　・火葬場の使用料について詳細な原価計算を実施
　・市外居住者の利用状況、市内居住者の使用料の妥当性等を検証

■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の方針

■受益者負担に基づく使用料等の見直し
　・使用料見直しを見据えたデータ収集等の継続

■火葬場使用料見直しの検討
　・火葬の原価計算と市外利用者数を継続的に実施
　・合理的な使用料改定の時期を検討

■下水道使用料の見直し
　・下水道事業運営審議会への諮問、審議会での審議を実施

目標指標

各種使用料等の改定

28年度

目標 検討 検討・実施 実施

実績 検討



担当部署

29年度 30年度 31年度

担当部署

29年度 30年度 31年度

都市建設部　下水道課

28年度

目標 86.5% 87.0% 87.5%

実施項目 公共下水道の普及活動の推進（水洗化率の向上）

取り組み内容
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。

水洗化率
（H26年度：85.7%）

目標指標

H28の成果

■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の方針

■公共下水道の普及啓発
　・市とイオンモールとの連携事業に位置付け、イオンモールでの
　　PR活動を実施
　・自治会回覧での啓発
　・他都市の普及啓発の取り組み事例を調査

教育委員会　スポーツ課　ほか施設管理課

88.0%

実績 87.8%

実施項目 ネーミングライツ・広告制度の導入

取り組み内容
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

28年度

目標 検討・実施 検討・実施

実績 検討・一部実施

H28の成果

■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

■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の方針
■公共施設へのネーミングライツの導入
　　ネーミングライツ事業者の募集を実施する。



担当部署

29年度 30年度 31年度

担当部署

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

取り組み内容

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。

H28の成果

■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12の負担金を廃止（削減額：2,370千円）
　　　　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の方針
■補助金の見直し
　　各種補助金・交付金の見直しを行い、廃止等を決定する。

企画総務部　管財課

目標指標

効果や必要性の低い補助金負担金の縮小、廃止

28年度

目標 実施（負担金） 実施（補助金・交付金） 実施（負担金）

実績 実施（負担金）

H28の成果

■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）

H29の方針

■遊休土地の売却促進
　　売却価格の見直し及び地目変更の実施等を行い、よりスムーズな
　取引ができるよう配慮する。
　　普通財産の土地を再度精査し、活用可能な物件については、適切に
　処理していく。

実施項目 遊休土地の処分・有効活用

取り組み内容
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）
（H26年度：9,169,723円）

28年度

目標 減少 減少 減少 減少

実績 微増



担当部署

29年度 30年度 31年度

担当部署

29年度 30年度 31年度

継続実施 継続実施目標

実績 実施

H28の成果

H29の方針

■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。

■広域連携による事業実施
　　「環境」「健康」分野を加えた計7分野のプロジェクト会議へ参画し、
　連携の実効性を検討する。
　　なお、岐阜市を中心とした連携中枢都市圏への参加を見合わせた。

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

岐阜地域広域圏の連携推進

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。

実施項目

取り組み内容

目標指標

岐阜地域広域圏協議会の連携事業の実施

28年度

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

取り組み内容

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。

H28の成果

■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の方針

■関市、美濃加茂市との連携事業の実施
　　これまでの事業の効果検証を行いつつ、新たな連携事業の立ち上げ
　に向け、検討・調整する。

目標指標

地方創生に基づく三市連携事業の実施

28年度

目標 実施 継続実施 継続実施 継続実施

実績 実施


