
柱 中柱 小柱 取組タイトル H27実績等 R2目標 関係部署 R1取組目標 R1取組結果 評価
目標達成

率
前年度に

比べ
財政効果（千円）

1.市民に伝わる広
報活動

1.ウェブサイト等を活
用した情報提供の推
進

年間アクセス数
681,803件

→
年間アクセス数
800,000件

全ての部署
（観光交流

課）

年間アクセス数
694,000件

年間アクセス数
711,439件 A 100.0% → -

年間アクセス数
800,000件

2.企業等と市民活動
団体を繋ぐ仕組みの
確立

企業と市民活動団体の
仲介件数　　12件

→
企業と市民活動団体の
仲介件数　 20件

市民課
企業と市民活動団体の
仲介件数　18件以上

企業と市民活動団体の
仲介件数　12件 D 66.6% ↘ -

企業と市民活動団体の
仲介件数　20件以上

3.出前講座の充実 　講座利用団体数
　 　　　　　　 　290団体
　参加者数 　19,056人以上

→
　講座利用団体数
　 　　　　　　 　300団体以上
　参加者数 　20,000人以上

全ての部署
(企画政策課)

講座利用団体数 300団体
参加者数 20,000人

講座利用団体数　269団体
参加者数　20,702人 B 90.6% ↘ -

講座利用団体数 300団体
参加者数 20,000人

1.スピーディーで
明瞭な責任ある対
応

4.職員の意識改革
（職員の接客能力の
向上）

・市民意識調査回答
｢職員の態度・姿勢あまり良
くない」14.9％
・研修を行うとともに職場で
の実践を行った。

→

・市民意識調査回答
「市職員の接客態度・姿勢が
とても良い、おおむね良い」
の回答を80％以上にする。

全ての部署
(総務課)

市民意識調査「市職員の接
客態度・姿勢がとても良い、
おおむね良い」の回答80％
以上

市民意識調査「市職員の接
客態度・姿勢がとても良い、
おおむね良い」の回答
79.8％

B 99.8% → -

市民意識調査「市職員の接
客態度・姿勢がとても良い、
おおむね良い」の回答80％
以上

2.互いの立場に
立った思考

5.男女共同参画推進
条例の運用 委員会・審議会等に占める

女性の割合　33.8％
→

委員会・審議会等に占める
女性の割合　40％

市民課
委員会・審議会等に占める
女性の割合39％

委員会・審議会等に占める
女性の割合34％ C 87.1% ↗ -

委員会・審議会等に占める
女性の割合40％

6.事務事業評価制度
の充実

事務事業評価の実施
（評価対象事務事業100％
実施）

→
事務事業評価の実施
（評価対象事務事業100％
実施）

全ての部署
(企画政策課)

事務事業評価の実施
（評価対象事務事業100％実
施）

事務事業評価の実施
R1評価対象事務事業158事
業中158事業実施（100％）

A 100.0% → -
事務事業評価の実施
（評価対象事務事業100％実
施）

7.ひとり1改善の推進

取組件数 1,231 件
削減金額 26,417千円
削減時間 2,840 時間

→
削減金額 31,800千円
削減時間 1,150 時間
(前年度目標値5％増)

全ての部署
(企画政策課)

削減金額　28,900千円
削減時間　1,040時間

削減金額　26,511千円
削減時間　823時間 C 81.4% ↗ 28,100

削減金額　31,800千円
削減時間　1,150時間

2.政策目的を達成
するための組織の
編成見直し

8.組織・機構の改善 部・課の増減なし
Ｈ28へ向け、組織の見直しを
行った

→
新たな行政課題へ対応した
組織体制の構築

全ての部署
(総務課)

新たな行政課題に対応した
組織体制の構築

R2に向け、組織の見直しを
行った A 100.0% → -

新たな行政課題に対応した
組織体制の構築

3.将来を見据えた
定員管理と職員
採用

9.適正な定員管理の
推進 435人 →

435人以下
（派遣職員及び休職者を除
く）

全ての部署
(総務課)

435人以下
（派遣職員及び休職者を除
く）

413人
（派遣職員及び休職者を除
く）

A 100.0% → 131,120
435人以下
（派遣職員及び休職者を除
く）

1.職員の努力に報
いる評価制度

10.人事評価制度の
充実 【新規】 ・評価者研修の完全実施

全ての部署
(総務課)

評価者研修の完全実施
配付した資料に基づく評価
を実施 C 80.0% → - 評価者研修の完全実施

11.人財育成計画の
推進 ・研修参加人数（特別研修＝

523 人、専門研修＝245 人、
職場研修＝79人）
・専門研修参加者に、事後
研修として職場へ帰っての
研修報告講師を依頼した。

→

・階層別研修及び特別研修
受講者の満足度が5段階中4
以上の割合90％以上
・専門研修受講者による内
部講師実施率100％

全ての部署
(総務課)

①階層別研修及び特別研修
受講者の満足度が5段階中4
以上の割合90％以上
②専門研修受講者による内
部講師実施率100％

①89％
②研修受講者等による内部
講師実施率100％

B 99.5% → -

・階層別研修及び特別研修
受講者の満足度が5段階中4
以上の割合90％以上
・専門研修受講者による内
部講師実施率100％

12.職員のワークライ
フバランスの向上　お
よび女性職員の活躍
推進 【新規】

・男性職員の配偶者出産休
暇取得率80％以上、育児参
加休暇取得率10％以上
・時間外勤務時間数を平成
26年度実績より10％以上減
を堅持

全ての部署
(総務課)

配偶者出産休暇80％以上
育児参加休暇10％以上
時間外H26比10％以上減

配偶者出産休暇35.3％
育児参加休暇11.8％
時間外H26比10.2％増

D 78.0% → -

配偶者出産休暇80％以上
育児参加休暇10％以上
時間外H26比10％以上減を
堅持

1.市民意識調査の
毎年実施

13.市民意識調査の
実施 回収率54.4％ → 回収率55％以上 企画政策課 回収率55％以上 回収率52.6％ B 95.6% → - 回収率55％以上

2.行政評価の実施 14.事務事業評価制
度の充実 2-1-1-6

1.思い切った予算
の重点化

15.中期財政計画の
作成

11.8％
※平成26年度決算に基づく
公債費負担比率
※県平均13.2％,市平均
14.1％

→
R2年度の公債費負担比率を
令和元年度県平均以下とす
る。

財政課
当年度の公債費負担比率を
前年度県平均（11.7％）以下
とする

9.3％
平成30年度 公債費負担比
率

A 100.0% → -
当年度の公債費負担比率を
前年度県平均以下とする

2.優先事業を実施
するための人員配
置

16.組織・機構の改善

2-1-2-8

17.将来負担比率の
漸減化

49.2％
（平成25 年度決算に基づく
将来負担比率）

→
将来負担比率
47.0％以下

財政課
将来負担比率
47.0％以下

20.1％
（平成30年度決算に基づく将
来負担比率）

A 100.0% → -
将来負担比率
47.0％以下

18.総合計画の実施
計画の見直し ｢住みやすい」67.8％

「住み続けたい」81.7％
→

｢住みやすい」90％以上
「住み続けたい」90％以上

全ての部署
(企画政策課)

市民意識調査
「住みやすい」85％以上
「住み続けたい」90％以上

市民意識調査
「住みやすい」73.4％
「住み続けたい」83.2％

C 89.4% → -
市民意識調査
「住みやすい」90％以上
「住み続けたい」90％以上

19.病院事業会計の
適正管理 H26～H30「病院改革プラン」

に定める　※H28見直し予定
→

H28～R2｢病院改革プラン」
に定める

病院管理課 B 95.5% → -

20.借地料適正化の
推進

【新規】
対象借地の借地料を14％
（27年度比）削減

資産経営課 市内の借地料の減額 ・市内の借地料2.5％削減 A 100.0% → 1,527
対象借地の借地料を14％
（27年度比）削減

21.公共施設の適正
管理

湖西市公共施設等総合管理
計画を策定
湖西市公共施設マネジメント
基本方針を策定

→
公共施設再配置個別実施計
画（H29策定）の推進

全ての
施設管理課
（資産経営

課）

公共施設再配置個別計画
（H29策定）の推進

・湖西市公共施設再配置個
別計画を進捗管理
・保全マネジメントシステムを
運用
・公共建築物点検マニュア
ルを運用

A 100.0% → -
公共施設再配置個別計画
（H29策定）の推進

22.上水道アセットマ
ネジメントの推進 【新規】

年度計画による施設更新率
100％

水道課
年度計画による施設更新率
100％

年度計画による施設更新率
100％（9件/9件） A 100.0% → -

年度計画による施設更新率
100％

23.下水道アセットマ
ネジメントの推進

【新規】
・耐震診断の実施
・経営戦略(仮称)の作成

下水道課
・第1期分5箇年のストックマ
ネジメント計画の策定

・下水道ストックマネジメント
計画の基本計画策定 A 100.0% → -

・耐震診断の実施
・経営戦略(仮称)の作成

24.橋梁長寿命化の
対策

15ｍ以上の橋梁の修繕　2
橋
（14橋中3橋修繕）

→
15ｍ以上の橋梁の設計また
は
修繕(14橋中8橋修繕)

土木管理課
15ｍ以上の橋梁の設計また
は修繕1橋以上
（14橋中7橋目修繕予定）

15ｍ以上の橋梁の修繕1橋
（14橋中7橋修繕） A 100.0% → -

15ｍ以上の橋梁の設計また
は修繕1橋以上
（14橋中8橋目修繕予定）

2.職員のやる気・
能力を引き出す仕
組みの構築

3.市民満足度を上
げる事業の選択と
集中

1.市民ニーズの把
握と事業の見直し

2.職員の意識改革
と人財(人材）育成

1.政策目標達成を
目指す組織と職員
意識

2.集中投資による
事業の計画的実
施

4.限られた財源を
効果的に使うため
のコスト縮減

1.中長期的な視点
に立った財政計画

R2取組目標

1.健全な財政運営
への対応

2.公共施設等の効
率的な管理・運用

1.市民協働の積極
的な推進

1.市民と共に取り
組むために仕組
みづくり

2.情報共有のため
の仕組みづくり

2.市民と行政の距
離感の短縮

1.ＰＤＣＡを回すマ
ネジメントの確立

2.職員を育てる人
財(人材）研修

湖西市行財政改革アクションプラン一覧表

【再掲】

【再掲】

R1実績

※　赤文字が修正箇所となります。



柱 中柱 小柱 取組タイトル H27実績等 R2目標 関係部署 R1取組目標 R1取組結果 評価
目標達成

率
前年度に

比べ
財政効果（千円）

R2取組目標

湖西市行財政改革アクションプラン一覧表 R1実績

25.全庁的な経費削
減への取り組み 81.7％（26年度決算に基づく

経常収支比率）
→ 経常収支比率　85％以下

全ての部署
(財政課)

経常収支比率　85％以下
86.5％
（平成30年度決算に基づく経
常収支比率）

B 98.2% → - 経常収支比率　85％以下

26.民間活力の活用
（指定管理と委託）

効果的な業務委託方法を検討
効果的な指定管理者制度を検
討

→
・更新に向けた導入効果の
検証
・選定時の審査項目の改定

全ての部署
（資産経営

課）
・民間活力導入事業の検討

・包括施設管理業務委託を
開始。（84施設　対象業務
276業務　実施業務261業
務）

A 100.0% → 927
・更新に向けた導入効果の
検証
・選定時の審査項目の改定

27.オープンオフィスソ
フトの活用 676台中124 台（18.3％） →

　無償オフィスソフトのみの
　導入端末台数比率
　　　　　　　　　　30％以上

情報政策課

28.ごみ処理コストの
縮減 焼却ごみ量 13,435ｔ

リサイクル率　39％
→

焼却ごみ量 13,200ｔ以下
リサイクル率 　41％以上

廃棄物対策課
焼却ごみ量　13,240ｔ以下
リサイクル率　40.7％以上

焼却ごみ量　13,355ｔ
リサイクル率　39.5％ B 98.0% → 7,893

焼却ごみ量　13,200ｔ以下
リサイクル率　41.0％以上

29.環境マネジメント
の充実 原油換算値　5,528KL →

原油換算値で、対H27年度
実績5％以上削減。
　(5,251KL以下)

全ての部署
(環境課)

原油換算値で、対H27年度
実績4％以上削減（5,306KL
以下）

原油換算値で、対H27年度
実績4.9％削減（5,253KL） A 100.0% → 11,613

原油換算値で、対H27年度
実績5％以上削減（5,251KL
以下）

30.都市計画道路の
再検証結果の活用 関係機関協議を行った結

果、(都)松山茶屋松線の変
更ルートが確定した。

→
再検証結果に基づき、対象
路線の都市計画決定の手続
き（変更、廃止）を完了する。

都市計画課

2.補助事業の把
握、分析、検討と
見直し

31.補助金の見直し

補助金等経常収支比率
7.9％
（26年度決算統計）

→
繰出金を除く補助金等経常
収支比率5.5％以内

全ての部署
(財政課)

繰出金を除く補助金等経常
収支比率5.5％以内

繰出金を除く補助金等経常
収支比率
5.9％（H30年度決算統計）

C 93.2% → -
繰出金を除く補助金等経常
収支比率5.5％以内

1.人口の増加策 32.移住・定住に向け
た魅力の発信 61,027人　（H27.3.31現在） →

湖西市ウェブサイト
「移住・定住ページ」への
アクセス数　年間3,000件以上

全ての部署
(企画政策課)

アスセス数　3,000件以上 アクセス数　17,361件 A 100.0% → - アスセス数　3,000件以上

33.区画整理事業及
び地区計画制度の導
入の支援 地区計画制度については、

白須賀地区と知波田地区の
地権者に個別に説明した。
区画整理事業については、
みのわ通り西側地区他１地
区の地権者の意向を確認し
た。

→

・区画整理事業：土地区画整
理組合の設立
・地区計画制度：立地適正化
計画の中で整理するための
検討

都市計画課

・区画整理事業：浜名湖西岸
地区を市街化区域に編入
・地区計画制度：立地適正化
計画の中で整理するための
検討

・区画整理事業：市街化区域
に編入。
・地区計画制度：立地適正化
計画の中で地域コミュニティ
維持に係る検討実施。

A 100.0% → -

・区画整理事業：土地区画整
理組合の設立
・地区計画制度：立地適正化
計画の中で整理するための
検討

34.湖西市観光基本
計画に基づく新たな
振興施策の展開

新規事業3項目実施
（累積12項目）

→
新規事業1項目以上実施
（累積17項目）

観光交流課 新規事業1項目以上実施
・観光商品の開発
・観光動態調査によるユー
ザー分析

A 100.0% → - 新規事業1項目以上実施

35.企業立地促進奨
励金制度等の活用に
よる企業規模の拡大

新規立地企業1社 →
新規立地企業1社
（H28からの累計5社）

産業振興課 新規立地企業1社以上 新規企業立地0社 E 0.0% → - 新規立地企業1社以上

36.遊休農地の解消
遊休農地解消面積
7.8ha

→
遊休農地解消面積
8.0ha以上

産業振興課
遊休農地解消面積
8.0ha以上

遊休農地解消面積
16.6ha A 100.0% → -

遊休農地解消面積
8.0ha以上

37.湖西市ふるさと納
税（寄附金）の促進

【新規】
寄附件数、寄附金額が対前
年比以上

観光交流課
寄附件数、寄附金額が対前
年比以上（年間22,767件以
上、3.6億円以上）

寄付件数　年間　18,981件
寄付金額　年間　3.4億円 C 88.9% → 132,292

寄付件数、寄付金額が対前
年比以上

38.未利用地の売却
及び貸付推進 【新規】

年間40,000千円以上
の売払・貸付収入の確保

資産経営課
年間40,000千円以上の売
払、貸付収入の確保

174,523千円
（売払157,089千円、貸付
17,434千円）

A 100.0% ↗ 174,523
年間40,000千円以上の売
払、貸付収入の確保

39.市有財産のイン
ターネット公売の実
施

【新規】
ウェブサイトを活用した公売
情報発信を１件以上実施

資産経営課
インターネット公売による物
品売却を1件以上実施

未実施 E 0.0% → -
ウェブサイトを活用した公売
情報発信を１件以上実施

40.ネーミングライツ・
広告収入の実施 広告収入　1,584千円 → 広告収入　1,600千円以上

全ての部署
（観光交流

課）
広告収入　1,600千円以上 広告収入　1,649千円 A 100.0% → 1,649 広告収入　1,600千円以上

41.市税の収納率の
向上 収納率　96.62％

徴収額　25,686 千円
→ 収納率　96.85％ 税務課 収納率　96.85％以上 収納率　98.32％ A 100.0% → 68,265 収納率　96.85％以上

42.水道料金の収納
率の向上 収納率　99.27％ → 収納率　99.5％以上 水道課 収納率　99.5％以上 収納率　99.27％ B 99.8% → 86,553 収納率　99.5％以上

43.下水道受益者負
担金の収納率の向上 収納率　98.5％ → 収納率　98.5％以上 下水道課 収納率　98.5％以上 収納率　99.2％ A 100.0% ↗ 901 収納率　98.5％以上

44.国民健康保険税
の収納率の向上 収納率　94.93％ → 収納率　95.0％以上

税務課
(保険年金課)

収納率　95.0％以上 収納率　96.61％ A 100.0% → 60,333 収納率　95.0％以上

45.後期高齢者医療
保険料の収納率の向
上

収納率　99.79％ → 収納率　99.8％以上 保険年金課 収納率　99.8％以上 収納率　99.77％ B 99.9% → 1,234 収納率　99.8％以上

46.市営住宅家賃等
の収納率の向上 収納率　98.96％ → 収納率　99.05％以上 建築住宅課 収納率　99.05％以上 収納率　98.41％ B 99.4% → 1,514 収納率　99.05％以上

2.公平かつ平等な
受益者負担

47.使用料・手数料の
適正化 公共施設マネジメント基本方

針
において、適正な受益者負
担について検討

→ 使用料の改定

資産経営課
（使用料等徴
収のある所管

課）

・使用料の改定
・使用料改正の適用開始(10
月) A 100.0% → - 使用料の改定

A評価　達成率　100%以上 A評価件数 23 708,444
B評価　達成率　95%以上100%未満 B評価件数 10 千円
C評価　達成率　80%以上 95%未満 C評価件数 6
D評価　達成率　50%以上 80%未満 D評価件数 2
E評価　達成率　50%未満（未着手含む） E評価件数 2
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Ｈ28で取組目標が達成された。

5.積極的な財源創
出策の推進

1.新たな財源の確
保策

2.産業振興のため
の支援や連携

3.歳入の確保に向
けた工夫

2.既存財源の確保
策

1.収納率の向上

4.限られた財源を
効果的に使うため
のコスト縮減

2.歳出削減の方策 1.創意工夫による
経費の削減

国、県、他市とのやりとりの活発化により、Microsoft Officeを必要とする端末を限定することが困難であることから、
業務円滑化のため、取り組みを終了した。

※　赤文字が修正箇所となります。


