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基本方針１．職員の意識改革と行政経営改革 

基本方針２．市民とのパートナーシップに基づく 

基本方針３．効率的で質の高い市民サービスの提供 

市政運営 
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職員の意識改革と行政経営改革 

基本方針１ 

   柱１．人材育成の推進  

   柱２．組織力の向上  

   柱３．成果重視の行政運営 

限られた経営資源を、効率的・効果的な行政運営と市民サービスの提
供に繋げるため、時代の変化に適切かつ柔軟に対応し、新たな課題に
積極的に挑戦できる執行体制づくりや職員の意識改革を推進する。 



  

柱１．人材育成の推進  

  ◎人材育成基本方針の改定及び浸透 

  ◎人事評価制度の活用 

  ○職員の心の健康度の向上 

 少数精鋭で質の高い行政運営を効率よく行うには、これまで以上に職員
一人ひとりの能力と意欲の向上が重要となるため、人材育成の重要性に対
する職員の意識の醸成を図るとともに、幅広い視野と企画想像力を備え、市
政の課題に積極的に取り組むことができる職員の育成を推進する。 
 

 また、心身ともに健康で、個々の能力を十分発揮できるよう、メンタルヘル
ス対策を含めた働きやすい職場環境の整備に取り組む。 

  ○政策立案能力の強化 
 

  ◎職員研修の充実 
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人材育成基本方針の改定及び浸透/職員研修の充実 

〈就労家庭〉 

  就労形態に応じた保育 
  ニーズへの対応 

H29.4 H30.4 H28.4 

研修メニューの提供・アンケートの実施 ⇔ 研修内容のブラッシュアップ 

人材育成基本方針の改定 ⇒ 職員への周知・浸透 

H31.4 

■人材育成の推進 

■市役所や職員を取り巻く環境の変化 

【社会潮流の変化】 
 ・市民ニーズの高度化、細分化、多様化 
 

 ・人口減少、少子高齢化 
 

 ・地方分権の進展      など 

【自治体経営】 
 ・限られた資源の効果的な活用 
   予算、職員、公共施設 ‥ 
 

 ・各職員の能力、意識の向上 

地方自治体に求められる役割や責任が変化している。 

幅広い視野や企画想像力を備え、課題に積極的に取り組む職員を育成する。 

○「人材育成基本方針」の改定。その目的、必要性等の周知、浸透 
 

○幅広い研修メニュー（専門分野に特化、職員要望をピックアップ）の提供  
 

○再任用職員の知識、経験、スキルの次世代への継承     など 



人事評価制度の活用 

H29.4 H30.4 H28.4 

人事評価制度の導入 ⇒ 実施 

H31.4 

期首面談 
目標の設定 

業務
遂行 

評価・調整 
確認 

結果
開示 

期末面談 
指導・助言 

■評価の流れ 

■人事評価制度 

 職務を遂行する際に発揮した能力や挙げた業績などにより、職員を評価する。 
 また、その評価を、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として、また、人材育
成を効果的に進める手段の１つとして活用する。 

【評価の方法】 
 

 ○能力評価 ： 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を評価 
 

 ○業績評価 ： 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を評価 

自己
申告 

NEW! NEW! 

- 3 - 



柱２．組織力の向上  

 ◎ワーク・ライフ・バランスの推進 

 ○組織・機構の弾力化 

 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用制度を
適切に運用するとともに、業務内容に応じて臨時・嘱託職員を効果的に配置
するなど、多様な雇用形態による効果的な事務処理体制を構築する。 
 

 また、仕事と生活のバランスの取れた働き方を促すととともに、時代の変
化や市民ニーズに的確に対応し、効果的かつ効率的に事務事業を遂行す
ることができる弾力的な組織を構築する。 

 ○多様な人材の活用 



ワーク・ライフ・バランスの推進 

H29.4 H30.4 H28.4 

働きやすい職場環境づくり、継続的な意識啓発 

H31.4 

■実現に向けた取り組み 

■ワーク・ライフ・バランスの実現による組織力の向上 

 慢性的な時間外勤務や仕事と家庭の不調和等の職員の意欲や職場の士気の低下
をもたらす要素の解消を図るなど、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。 

○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 

○働き方の意識改革 

◆組織の意識、風土改革 
   ・子育て支援制度の取得向上に向けた働きかけ 
   ・仕事と育児や介護の両立のための支援 

◆計画的かつ効率的な業務執行への意識啓発 
   ・定時退庁の促進 
   ・時間外勤務の縮減 
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柱３．成果重視の行政運営 

◎行政評価による施策・事業の改善 

 総合計画等で設定している数値目標を基に、毎年、施策の効果を内部や
外部組織で分析、検証し、必要に応じて見直しを行う仕組みを構築するとと
もに、検証結果を市民に公開し、意見を伺うなど、経営的な視点による成果
を重視した行政運営を展開する。 



行政評価による施策・事業の改善 

〈就労家庭〉 

  就労形態に応じた保育 
  ニーズへの対応 

H29.4 H30.4 H28.4 

 評価手法の構築 ⇒ 行政評価の実施 

H31.4 

■ＰＤＣＡサイクル 

■行政評価の必要性 

 目標設定 

 進捗管理 

 評価及び分析 

 改善 

Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 

総合計画、総合戦略等にて、施策を体系付け、指標を設定。 

施策・事業を実施し、各指標の達成状況を把握。 

指標の進捗を分析し、効率性、有効性等の観点から評価。 

評価を外部有識者機関にて検証し、施策・事業を改善。 

 市民ニーズの多様化・複雑化、地方財政の環境変化などから、限られた財源をより効
率的に活用していくことが求められている。 
 また、地方分権の進展に伴い、これまで以上に主体的な行政運営が求められており、
職員の政策形成能力の向上とともに、市民に対して市の現状や対応方針などをより詳
細に説明していく。 
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  市民とのパートナーシップに基づく 
  市政運営 

基本方針２ 

市民や事業者などとの適切な役割分担のもと、行政が担う分野の重点
化に取り組むとともに、市民・事業者・地域活動団体などが、それぞ
れの「強み」を生かした主体的な活動を促進するために必要な支援や
仕組みづくりを推進する。 

   柱１．市民参画・市民協働の推進 

   柱２．民間活力の活用 

   柱３．積極的な市政情報の提供 
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柱１．市民参画・市民協働の推進 

 ○地域コミュニティへの支援 

 ○対話によるまちづくりの推進 

 ○地域防災力の向上 

 まちづくりのパートナーとなる自治会やボランティア団体、NPOなどが自主
的かつ自発的に活動できる環境整備や地域活動の中心的な役割を担うリー
ダーの育成、また、多様な意見を行政運営に取り入れる仕組みの有効活用
等に取り組み、市民参画、市民協働の意識啓発や活動の活性化を図る。 

 ◎まちづくり活動の支援強化 

 ◎まちづくり活動の担い手の育成 

 ◎シティプロモーションの推進 



まちづくり活動の支援強化/担い手の育成 

適正な保険料の設定について、改めて検討を行う 

国の基準との整合性 「子ども子育て会議」 

H29.4 H30.4 H28.4 

まちづくり活動への継続的な支援、セミナー等の開催による担い手の育成 

H31.4 

■担い手の育成 

■まちづくり活動への支援強化 

 市民が自主性・主体性を持って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、まちづくり活動への支援の充実を図る。 

 まちづくり活動やボランティア活動に、主体的・積極的に
参加する市民や団体等の増加を図る。 

・まちづくり参加セミナーの充実 
  ニーズ把握 → 講演会や相談会のブラッシュアップ 
 

・ＮＰＯ団体の活動紹介等による意識啓発 

・まちづくり支援相談員（現在1名）の活動体制の整備、レベルアップ 
・まちづくり活動助成金の制度設計の見直し 
  利用しやすい制度の構築、団体等の自立に向けた支援策 ‥ 

 【参考】協働フェスティバル 
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シティプロモーションの推進 

適正な保険料の設定について、改めて検討を行う 

〈就労家庭〉 

  就労形態に応じた保育 
  ニーズへの対応 

国の基準との整合性 「子ども子育て会議」 

H29.4 H30.4 H28.4 

市民参画事業 
の実施 

支援組織の設立 

H31.4 

継続実施 

■市民サポーター組織の設立 

■市民参画の必要性 

 シティプロモーションを継続して実施していくために、市民が主体となり、周囲に共感
を広げる活動を推進する。 

【方向性】 
 ・アイデアや行動力を持つ市民の参画を促進 
 ・情報発信に市民が協働で取り組む体制を構築 
 

        新たな活動を作り出す原動力（まちの魅力の創造） 
        まちの魅力に共感した人々とネットワークを形成（移住・定住促進）    

 市民同士が協力して魅力の創出や発信に取り組めるように、ワークショップ等を開
催するとともに、担い手の組織化を図る。 
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柱２．民間活力の活用 

 民間企業の高度な専門知識やノウハウ、経営資源を活用することにより、
事業の効率性や市民サービスの向上が見込まれるものは民間委託等への
転換を図るとともに、公共施設の運営主体を見直すなど、公共サービスの担
い手の見直しを進める。 

 ◎民間委託の推進 

 ◎公共施設等の運営主体の見直し 



民間委託、運営主体の見直しを行う施設の検討、実施 

民間委託の推進/公共施設等の運営主体の見直し 

〈就労家庭〉 

  就労形態に応じた保育 
  ニーズへの対応 

H29.4 H30.4 H28.4 H31.4 

■民間委託の推進 

 ○学童保育の運営を、民間事業者に委託する。 

・法改正に伴い、平成28年4月より、学童保育の対象を３年生から６年生に拡大。 
・保護者、学校、事業者等による協議会を立ち上げ、課題の共有、解決を図る。 

・給食調理員の退職数にあわせて、順次、単独調理校の民間委託 
 を進める。 
・栄養バランス等に関係する献立に関しては、市が作成する。 

【委託】 
 ・柔軟な人材管理が可能 
 

 ・ノウハウを活かした活動を提供 
   多彩なプログラムを保有 

 小中学校、保育所の給食調理業務を、民間事業者に委託する。 
 また、他の業務についても、民間のノウハウの活用によって市民サービス等の向上
につながるものがないか見直しを行う。 

■公共施設等の運営主体の見直し 

 市民サービスの向上や経費の節減等が期待できる施設については、指定管理者制
度の導入など、市直営からの転換を図る。 

・運営主体を切り替える施設の洗い出し 
・施設の特性や、運営主体切り替えの目的に応じた運営手法の検討 
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柱３．積極的な市政情報の提供 

 市政情報を積極的に、わかりやすく、リアルタイムで提供することで行政運
営の透明性を高めるとともに、様々な情報媒体を有効に活用し、市民と市が
市政情報や政策課題などを共有することで、市民自身が主体的に市政へ参
画しやすい環境を整えます。 

 ◎インターネットを活用した情報発信 

 ◎広報紙の魅力向上 

 ○事務事業の実施基準の公表 



インターネットを活用した情報発信/広報紙の魅力向上 

〈就労家庭〉 

  就労形態に応じた保育 
  ニーズへの対応 

H29.4 H30.4 H28.4 

アクセス解析・読者アンケート → 改善 → 再調査 ⇔ 改善 

H31.4 

■市公式ウェブサイト、広報紙の魅力向上 

■動画配信の推進 

 アクセス解析ツールや読者アンケートによって閲覧特性、市民ニーズを把握し、
より魅力的なウェブサイト、広報紙を作成する。 

・誰が見ているの？ 
・どのページが人気？ 
・伝えたい対象に 
 届いている？ 

 ★属性、閲覧状況をクロスして検証 
    ・作成の意図とのアンマッチの是正 
    ・ターゲットの明確化 
    ・紙面のリニューアル 
    ・ページの統廃合    など 

【閲覧者の属性】 
 年齢、性別、居住地 ‥ 

【閲覧の状況】 
 どこを、何秒、お気に入り ‥ 

 市政情報やイベント、新しい取り組みなどをＰＲ
するための動画を制作し、『 YouTube 』などの

SNSを活用して市内外に発信する。 

 【参考】防災キャンプ＠ぎふチャン 
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効率的で質の高い市民サービスの提供 

基本方針３ 

  柱１．効率的で効果的な行政サービスの提供 

  柱２．積極的な財源の確保 

  柱３．広域連携の推進 

多様化する市民ニーズに適切かつ迅速に対応するため、常に市民ニー
ズの把握に努めながら、変化する社会経済情勢に対応した、真に市民
が必要とするサービスの提供や、生産性や効率性、効果性を重視した
取り組みを推進する。 
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柱１．効率的で効果的な行政サービスの提供 

 市民が必要な情報やサービスを必要なときに的確に提供できる体制を整
備するとともに、効率性や利便性の向上を図る視点から事務を見直し、誰も
が利用しやすい行政サービスを提供する。 

 ○窓口サービスの向上（窓口機能の整備） 

 ◎保健相談体制の充実 

 ◎防災体制の強化 

 ○事業棚卸しの推進 



防災体制の強化/保健相談体制の充実 

〈就労家庭〉 

  就労形態に応じた保育 
  ニーズへの対応 

■防災体制の強化 

■保健相談体制の充実 

 平成28年度より、3年間ですべての職員を対象に救命講習を実施する。 
 定期的に再講習を行い、全職員が災害時や救急時における応急手当、救命処置
を常に実施できる体制を整える。 

【サービスの向上】 
  ・一部施設の休館日を廃止 
   ※スポーツ施設、勤労会館等 
 

  ・利用時間延長（夜10時まで） 
 

  ・インターネット予約を導入 
○市東部の保健活動の拠点整備 
   鵜沼市民サービスセンターに、「保健相談 
   センター」を設置。 
 

○保健活動体制の見直し 
   業務担当制（母子、成人）から、 
   地区担当制（母子から成人まで）に変更。 

 保健相談センター（那加地区に１ヵ所）の機能について、より地域に密着した活動
となるよう活動内容や設置箇所の拡充を図る。 

H30 H29 H28 

現地連絡所員 
（約150名） 

未受講者の 
半数を対象 

・全職員に実施 
・3年更新 
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柱２．積極的な財源の確保 

 ○補助金・負担金及び交付金の見直し 

 ○遊休土地の処分・有効活用   

 経費の節減、財源の重点配分等による歳出構造の見直しや、市税収入等
の確保、公有地の売却や賃貸、広告料収入などの自主財源の確保に努め
るほか、公平性や受益者負担の原則に基づき、各種使用料・手数料等の見
直しを行い、費用負担の適正化を図る。 

 ○収納率の向上 

 ○公共下水道の普及活動の推進 

 ◎ネーミングライツ・広告制度の導入 

 ○受益者負担に基づく使用料等の見直し 



ネーミングライツ・広告制度の導入 

〈就労家庭〉 

  就労形態に応じた保育 
  ニーズへの対応 

H29.4 H30.4 H28.4 

導入予定 
導入要件の検討 
関係機関との調整 

H31.4 

■安定した財源の確保 

■ネーミングライツ等の導入 

 公共施設やふれあいバス等を継続的に維持管理していくために、ネーミングライツや
壁面広告、車内広告などを導入し、安定的な財源の確保を図る。 

 平成29年4月からの開始を目標に、導入要件等の検討を行う。 

【導入要件】 
  ・対象施設 
   ※スポーツ施設を中心に検討 
 

  ・広告料等の最低金額 
 

  ・業者選定基準 
 

  ・期間 

■事例（名古屋市） 
  ・総合体育館 
  ・歩道橋 
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柱３．広域連携の推進 

 関連する周辺自治体等との連携を強化し、行政区域を越えた広域的な課
題の解消や、お互いの強みを活用することによる地域全体の活性化など、ス
ケールメリットを活かした効果的かつ効率的な行政運営に取り組む。 

 ○岐阜地域広域圏の連携推進 

 ◎地方創生に基づく広域連携の推進 



◎地方創生に基づく広域連携の推進 

〈就労家庭〉 

  就労形態に応じた保育 
  ニーズへの対応 

H29.4 H30.4 H28.4 

連携事業の実施及び 
次期事業の検討 

H31.4 

継続実施 

■広域連携の必要性 

■まち・ひと・しごとの創生 

 単体の自治体で取り組むだけでは効果が現れにくい分野に関して、広域連携
を行うことにより、その課題解決を図る。 

○近隣自治体との連携 
   それぞれが誇る強みを相互に活用することで地域の価値を高める。 
 

○選ばれる地域の実現 
   「ずっと住み続けたいまち」、「移住したいまち」、「働きたいまち」 

 平成27年10月、関市、美濃加茂市と本市との間で、「地方創生に関する広域
連携協定」を締結。 

○継続的に、連携事業を検討し、実施する。 
   ・クラウドファンディング事業（H27.10～） 
   ・３市連携シティーセールス事業（新規） など      
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