
答申番号 取組タイトル 担当課 平成28年度答申内容 平成29年3月時点の状況、考え方、今後の対応・方向性など 平成29年10月時点の状況（上半期の状況、下半期の予定など）

1-（１）
ウェブサイト等を活
用した情報提供の
推進

企画政策課
（秘書広報室）

　市の内外に向け、本市が持つ魅力を積極的に発信できる
よう、ＳＮＳ等を有効に活用し、市の知名度の向上と来訪者
の増加に努めていただきたい。
　なお、市が取り組まれている事務事業やイベント、その他
の行政情報については、広報紙やホームページなどにより
提供・周知されており、市民意識調査においても不満度は比
較的低い状況にある。
　しかしながら、「公共施設のあり方に関するアンケート調
査」の結果から、「公共施設白書」及び「公共施設等総合管
理計画」について、約７割もの回答者が計画のことを「知らな
い」と回答しており、市民に情報が十分行き届いていないよ
うに感じられる。
　市民と行政が協働してまちづくりに取り組むための情報の
共有化につながる情報を発信できるよう、また、その内容が
十分に伝わるよう、若い世代だけではなく、高齢者にも情報
がいきわたるよう、工夫をされたい。

　ウェブサイトによる行政情報の発信や、スマートフォン・タ
ブレット端末用アプリケーションによる「広報こさい」の配信な
どは継続して実施しています。しかしながらＳＮＳにつきまし
ては、現状まだ導入はできていません。

　平成29年度からＳＮＳ情報発信を実施する方向で進めて
います。
　また、秘書広報室の設置により、市からの情報発信には、
より一層の取り組みが求められています。まずは、ウェブサ
イトのレイアウト変更などできる範囲から改善を行い、ウェブ
サイトのスマートフォン対応ページの導入などを検討していく
次第です。

　平成29年4月から湖西市公式Facebookを開設し、SNSを
利用した情報発信に取り組んでいます。
　また、従来の観光協会Facebookに加え、湖西市消防団や
湖西市女性活躍事業のFacebookを開設し、SNSの情報発
信ツールの多様化を図っています。
　SNSに関しては今後も多種多様なツールの利点等を検討
し、情報発信に務めます。
　その他、平成30年度以降のウェブサイトのリニューアルを
目指し、庁舎内外への調査を実施しています。

1-（２）
企業等と市民活動
団体を繋ぐ仕組み
の確立

市民協働課

　行政と市民、ＮＰＯ、地域団体などが公共的目的を共有
し、相互に連携・分担する仕組みの整備を進めるとともに、
行政と共に地域協働を支える市民、地域コミュニティ組織、
市民団体やＮＰＯなどの積極的な市民協働を実現するため
の仕組みづくりに取り組まれたい。

　市民活動センターを開設して3年が経過し、市民協働によ
るまちづくりや公益的な市民活動の推進を行い、様々な協
働の形が生まれ、人と人、組織と組織のつながりが形になっ
てきました。今後は、地域の課題解決につながるような活動
に発展する仕組みを構築していくような仕掛けをしていきま
す。

　市民活動センターによる、小学生に対するまちづくりリー
ダー意識醸成のための研修、地域の課題解決に取り組んで
いるNPO法人の活動または行政の事業を金融機関、地域
のサポート支援組織や専門職に情報発信し、連携協働の機
会の場とする勉強会を行いました。また、年間を通し若手市
職員に対し協働講座を行っており、今後は、市民を含めた講
座や研修を行う予定です。

1-（３）
職員の接遇能力の
向上

総務課

　「職員の接遇能力の向上」について、市民意識調査の回
答率を目標値とし、結果として未達成という状況となってい
る。改善につなげるためには、原因の分析が必要であり、定
期的な「窓口アンケート」の実施などによる客観的な第三者
目線での評価を改善につなげる仕組みに取り組まれたい。

　平成28年度の市民意識調査では、約8割の方が本市の職
員の対応について概ね満足をしていただいている状況です
が、今後も目標は高く設定し、9割以上の方に認めていただ
けるように努力を続けます。新採職員に対して実施している
接遇研修及びウェルカム研修（庁舎玄関における受付研
修）は今後も継続するとともに、メールや電話による要望・意
見・苦情等に対しては、関係部署と連携し、原因の分析を行
い、ＯＪＴによる改善を図っていきます。

　新規採用職員を対象に、4月及び8月に専門講師による接
遇研修を実施いたしました。また、7月には、各所属におけ
る指導担当職員の指導の下、ウェルカム研修（フロアガイ
ド）を実施し、接遇力の向上に努めました。
　市民からの苦情に対しましては、苦情を受けた時点で速や
かに該当する所属長に報告、原因の分析、改善に努めてい
るところです。

1-（４）
ひとり１改善提案運
動の推進

企画政策課

　ひとり１改善運動について、職員の取り組みにより財政効
果を生み出しており、評価する。
　また、その成果だけでなく、市職員の意識改革や意欲の向
上にも大きな効果があるため、継続して進めていくことが重
要であるが、件数に捉われることなく、より効果的な改善・提
案を引き出せるような仕組みを検討されたい。

　取り組み件数に関し、H24実績279件から、H28実績1,500
件と、大幅な伸びが見られる他、取り組みを行った職員の数
も着実な増加が見られ、職員の意識付けが十分に定着でき
たものと認識しています。
　今後は、件数に捉われることなく、さらに効果的な改善・提
案を引き出せるよう、全庁的な取り組み制度や体制を見直
し、量から質へ転換した取り組みの展開を検討します。

　平成29年度より取組方法を変更しました。
　　　　　　　　　　　　変更前　　　　　　　　変更後

①取組期間　　1月1日～3月31日　4月1日～1月31日

②報告件数　　　年間ひとり2件　　原則、各課係数×2件

③取組方法　　　　個人単位　　　　　　　各課単位

　ひとり2件という設定から各課（原則、係数×2以上）での取
り組みに変更することで量から質への転換を図ります。

1-（５）
人財育成計画の推
進

総務課

　効果的かつ効率的な行政運営を進めていくうえで、市民の
信頼に応えていくためには、職員一人ひとりが常に高い目
的意識を持ち既成概念にとらわれずに、柔軟な発想で行動
していくことが必要である。
　　そのために、職員が自己啓発に取り組みやすい環境づく
りや職員研修などを実施することで、職員の政策形成・実施
能力の向上を図り、職員のコスト意識並びに経営感覚の醸
成、そして組織としての総合力を高められたい。

　階層別に、その年代や職場での役割として必要な、知識
や技能を身に着けられるよう研修を計画します。また、職員
が自主的に研修を受講できる環境を持続させ、マインド（行
動特性）を重視した研修を展開していきます。

　階層別研修として、40歳前半の職員を対象に政策形成能
力を身につける研修を実施いたしました。また、各種団体主
催の専門研修及び通信教育等の研修を受講する職員に対
し、研修経費の助成をすることにより、自己啓発の促進、職
務能力の向上に努めています。（10月末：専門研修36人、通
信教育16人が受講）
　下半期についても、限られた予算の中で職員が自己啓発
に取り組みやすい環境づくりに努めてまいります。

1-（６）
人事評価制度の充
実

総務課

　人事評価制度については、評価によって差をつけることが
目的ではなく、人財（材）育成に寄与するもので「職員の行動
を変える」ことである。
　運用において最も重要なことは、評価者の評価基準が統
一されていることであり、評価が一定でないと、その格差が
現れ、成功は難しい。評価者の育成に検討を重ね、その制
度が効果的に運用され、職員の資質向上につながるよう努
められたい。

　新たに管理者となった職員には評価者研修を実施するこ
とにより、評価者間の誤差をなくしていきたいと考えておりま
す。また、所属長が評価をする折には、職員との面接も実施
しており、最終的には、各部・課から提出された評価調書に
ついて、総務課において再度全部署の評価幅の修正、平均
化を図って評点をつけておりますことから、見直し後の最終
評点につきましては、不公平感はないものと考えておりま
す。今後も、職員の資質向上に寄与する評価手法について
研究してまいります。

　現在の評価者につきましては、既に適正な評価方法の習
得を目的とした研修を受講しており、今年度は評価者研修
を実施しておりません。
　人事評価において、評価者は最も重要なポジションである
ことを踏まえ、評価基準の統一化や精度の高い人事評価の
実施に向け、人事評価に関する研修を実施してまいりたいと
考えています。

1-（７） 補助金の見直し 財政課

　厳しい財政状況の中で支出している補助金等について
は、市民の生活や地域を活性化するうえで欠かせないもの
であるが、補助の目的や公益性や必要性、補助効果等の観
点から精査し、今有りきではなく、ゼロベースや、終期の設
定を検討するなど、必要な見直しを図られたい。

　補助金ガイドラインに基づき、サンセット方式による終期の
設定、公益性、必要性、補助金の効果等から事後評価を実
施しました。近隣市町との比較など一部評価シートを見直す
とともに、今後も補助金について必要な見直しを図っていき
ます。

　平成29年度当初から補助金を含めた事業見直しについ
て、全庁的に要請し、現在各部署で検討しています。
　（自治会など）その一部は、補助要綱を見直すなど段階的
に予算に反映できるよう準備を進めているところです。
 

1-（８）
湖西市観光基本計
画に基づく新たな
振興施策の展開

商工観光課

　観光施策の推進においては、より多くの人に湖西市を訪れ
てもらえるよう効果的なＰＲを展開するために、市内に存在
する観光資源の発掘と、その活用方法を研究・実施すること
で、来訪者が湖西市を深く知り、湖西市を好きになり、ひい
ては湖西市に住みたいと思われる施策を推進されたい。

　有望な観光資源である湖西連峰の魅力を発信するととも
に、市内の回遊性・滞在性を高める仕組みづくりについて研
究し、来訪者に湖西市をより知ってもらうための取り組みを
進めていきます。

　ＧＰＳ機能を利用した湖西連峰を案内するスマートフォン用
のアプリを作成・公開し、初心者でも気軽に登山を楽しめる
環境を作りました。併せて、湖西連峰近隣の店舗と連携し、
同アプリを使用してスタンプラリーを達成した者に協力店で
利用できるクーポン券を発行することで、市内で回遊・滞在
してもらえるような仕掛けづくりをしました。
また、市の魅力を発信するためにフェイスブック等のＳＮＳを
活用し、観光情報等のＰＲを実施しました。

1-（９）
湖西市ふるさと納
税（寄附金）の促進

財政課

　ふるさと納税について、近年、地方自治体による過剰な返
礼品競争など、本来の趣旨とかけ離れてきていることが指
摘されているが、歳入確保策として重要であるため、今後も
ふるさと納税本来の趣旨を大切にしつつ、湖西ブランドをＰ
Ｒできる大きなチャンスとして、他自治体の先行事例を参考
に取り組まれたい。

　市の魅力や特色を全国にPR、返礼品は地域特産品とする
など地域振興を目的に事業を推進しています。
　新たな地場産品の発掘により魅力ある返礼品を増やし湖
西ブランドを確立するほか、他自治体の先行事例を参考に
しながら市のPRとふるさと納税の推進に取り組みます。

　湖西ブランド確立とPRを目的として、返礼品を発掘し、29
年当初154品であった品数を、農業体験事業を含め10月ま
でに183品としました。引き続き推進に取り組んでいきます。

・H29.4月…154品　→ H29.10月…183品
・農業体験事業…寄附者の皆さまに湖西市を知って来ていただ
き、自ら田植え、収穫体験した米がもらえる返礼品。
移住定住にもつながる返礼品です。

平成28年度 湖西市行財政改革審議会答申（平成29年1月20日）への対応について
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平成28年度 湖西市行財政改革審議会答申（平成29年1月20日）への対応について

1-（１０） 収納率の向上

収納担当課
税務課
水道課

下水道課
保険年金課
建築住宅課

　少子高齢化を伴う人口減少社会における生産年齢人口の
減少などの影響により、歳入の根幹となる市税等が減少す
ることが見込まれる中、市民に信頼される公平公正な税制
度等を維持するため、さらなる滞納対策の強化及び収納率
の向上を目指し、積極的な財源の確保に努められたい。

　市民の納付環境の改善、職員の事務効率の向上を図りな
がら、期限内納付を推進し、滞納発生の抑制に努めていき
ます。滞納発生後には早期に滞納者と接触し、自主的な納
付を求めることを基本とします。
　滞納状況が改善されない滞納者に対しては財産調査など
を実施し、積極的に差押などの滞納処分を行っていきます。
滞納整理の早期着手と適切な滞納処分の展開により、収納
額の増加と収納率の向上を目指していきます。（税務課・保
険年金課）

　受益者負担金は、公共下水道が使えるようになったときに
建設費の一部として、一度限り負担していただくものです。こ
の制度の内容について理解を得られない方もいるため、今
後も、電話及び訪問等を粘り強く繰り返すことにより理解さ
れるよう努めていきたい。（下水道課）

　分納相談やコンビニ納付のＰＲを行うと共に、訪問強化に
より収納率の向上を目指します。（建築住宅課）

　市民の納付環境の改善、職員の事務効率の向上を図りな
がら、期限内納付を推進し、滞納発生の抑制に努めている。
滞納発生後には早期に滞納者と接触し、自主的な納付を求
めることを基本としている。
　滞納状況が改善されない滞納者に対しては、財産調査な
どを実施し、積極的に差押などの滞納処分を行っている。今
後も滞納整理の早期着手と適切な滞納処分の展開により、
収納額の増加と収納率の向上を目指していきます。（税務
課・保険年金課）

　給水停止及び滞納整理の強化により、収納率の向上を目
指します。（水道課）

　下水道工事対象地区を個別訪問し、工事説明時に受益者
負担金の説明を行いました。また、未納者に対し督促状及
び催告状を送付し１２月に個別訪問（滞納整理）を行い更な
る収納率の向上に努めます。（下水道課）

　分納相談や訪問により滞納対策を行うと共に、その際コン
ビニ納付のＰＲに努め、昨年度上半期より53件多い174件の
利用となっています。今後も、滞納対策及び収納率の向上
を目指します。（建築住宅課）

2-（１）
公共施設の適正化
について

公共施設マネジ
メント推進室

アンケート結果から見ても、市民に対する情報提供は十分と
はいえないので、公共施設白書・公共施設等総合管理計画
の周知について、正確な情報を広く市民に分かりやすく、今
後も引き続き発信されたい。

   平成28年度は、市民アンケートの実施の他、市民懇談会
での公共施設再配置の説明や広報・市ウェブサイトによる
情報提供を行ってきました。今後も、公共施設の再配置を実
施する際には、市民への説明・情報提供を丁寧に行ってい
きます。

　平成29年度は、7～8月に公共施設再配置計画の説明会
を開催し、基本計画の説明や意見交換を行いました。また、
10月の教育施設地域拠点構想(案)の説明・意見交換会にお
いても、公共施設マネジメントの取り組みについて情報提供
を実施しました。
　今後も、市民懇談会や広報、ウェブサイトによる情報発信
を行っていきます。

2-（２）
湖西市の行政経営
に関することについ
て

公共施設マネジ
メント推進室

契約管財課

　利用頻度が高い施設については、修繕や修理を行うととも
に、様々な機能を集約し、特色ある施設になるよう検討され
たい。
　また現時点において、すでに活用できない施設は公共施
設再配置基本計画を踏まえて、廃止・売却なども含め、英断
をもって早急に対応を図られたい。

　 利用状況や運営コストの評価が高い施設については、計
画的に修繕を実施し、複合化や多機能化を検討していきま
す。
　 また、すでに休止している施設については、公共施設再
配置基本計画において第１期から第２期に廃止または転用
を行うことを予定しています。

　公共施設の計画的な修繕を実施し、適正な維持保全を推
進するため、保全マネジメントシステムを運用して施設保全
情報の一元管理を行っています。
　また、公共施設の多機能化や複合化を進めるため、公共
施設再配置個別計画の作成を行っています。
　休止している施設についても、個別計画の中で具体的な
廃止や転用の事業概要及び取組スケジュールを定めること
を予定しています。

2-（３）
湖西市の行政経営
に関することについ
て

公共施設マネジ
メント推進室

契約管財課

　公共施設の統合・廃止により市民へ提供する行政サービ
スが縮小してしまえば、人口流出を招く危険性もある。施設
の活用が、人口減少を食い止めることにつながるのであれ
ば、経費削減にとらわれず、前向きに予算を投入することも
検討されたい。
　また、建築物だけではなく、市が保有している全ての財産
について、柔軟な発想をもってあらゆる活用方法を検討し、
財源の確保と効果的な運用などを図られたい。

　 公共施設の統廃合の実施においては、「公共施設マネジ
メント基本方針」に基づき、施設規模の縮小を進めるだけで
なく、機能・サービスを充実させることにより施設の有効活用
を行うことを計画しています。（公共施設マネジメント推進
室）

　事業に活用予定のない土地や不要となった公用車等を活
用し、財源の確保を行います。（契約管財課）

　公共施設の統廃合において、機能の多様化や複合化を着
実に進めるため、再配置の行動計画として公共施設再配置
個別計画の作成を行っています。
　今後、個別計画(案)のパブリックコメントを実施し、平成30
年3月までに個別計画を策定する予定です。（公共施設マネ
ジメント推進室）

　不用となった公用車１台を見積合せにより売却しました。
　市の事業に活用予定の無い土地は、申し出による貸付を
実施しました。また、入札による土地公売を実施する予定で
す。（契約管財課）

2-（４）
湖西市の行政経営
に関することについ
て

公共施設マネジ
メント推進室

　今後の老朽化等を見据えた中で、機能の集約化、空きス
ペースの有効活用及び利用対象者の拡大を含む利用率の
向上など、施設の効率的な運営及び維持管理に努められた
い。
　また、使用料等の適正化については、コストを的確に把握
し、特定の行政サービスに対する受益者負担と公費負担の
あり方が公平であるかを検証されたい。

   公共施設の更新問題に対応するため、「公共施設マネジ
メント基本方針 2.安全性の確保と機能の複合化」に基づき、
施設の集約、複合化、多機能化を進め、効果的かつ効率的
な運営を実施していきます。
　 また、「公共施設マネジメント基本方針 3.運営の適正化」
に基づき、受益と負担のあり方の観点から使用料等の見直
しを検討していきます。

　利用者拡大のため、補助制度による利用制限の緩和を進
めています。
　また、使用料等の見直しについては、使用料の算定基準
の設定及び減免規程の見直しを行いました。
　今後は、施設担当課において利用者拡大及び使用料改定
のための条例改正を進めていきます。

2-（５）
湖西市の行政経営
に関することについ
て

公共施設マネジ
メント推進室

　市民への説明に際しては、施設の見直しが必要な背景の
丁寧な説明や、十分な情報提供と対話、対応策の提示など
「市民や議会の理解」を得る努力を重ね、「総論賛成・各論
反対」からの脱却を図られたい。

　 これまでの取組みにおいても、施設の再配置の必要性に
ついての市民への説明や広報・市ウェブサイトによる情報提
供を行ってきました。
　 今後についても、実際に公共施設の統廃合や見直しを実
施する際には、地元への説明や議会への手続きを丁寧に行
い、市民の合意形成を図りながら進めていきます。

　平成29年度は、7～8月に公共施設再配置計画の説明会
を開催し、基本計画の説明や意見交換を行いました。また、
10月の教育施設地域拠点構想(案)の説明・意見交換会にお
いても、公共施設マネジメントの取り組みについて情報提供
を実施しました。
　今後は、公共施設再配置個別計画(案)の議会への説明や
パブリックコメントを実施し、市民の合意形成を図りながら、
平成30年3月までに個別計画を策定する予定です。

2-（６）
湖西市の行政経営
に関することについ
て

企画政策課

公共施設マネジ
メント推進室

　公共施設の適正化の成否は、当市の行財政改革の重要
な柱であると考えられるため、市民協働により市民との対話
を前提にしつつ、市長の強力なリーダーシップの下、全職員
が問題意識を共有し、適正配置の実現に向け全庁を挙げ協
力して取り組まれたい。

　地区懇談会などで市民に対し説明を進めていくと共に、今
後も引き続き職員研修を実施し、職員間における情報の共
有化と意識の高揚を図り、公共施設の適正化を推進してい
きます。

　職員の情報共有と意識高揚を図るため、6月に職員研修
会を開催しました。また、7～8月に公共施設再配置計画の
説明会を開催し、10月の教育施設地域拠点構想(案)の説
明・意見交換会においても情報提供を行いました。
　今後も、地区懇談会などにおいて、市民への丁寧な説明を
行っていきます。

3-（１） その他① 財政課

　近年の急速な少子高齢化を伴う人口減少社会において、
本市の魅力を高めていくためには、生産年齢人口の確保、
次世代を担う子どもや若者の育成に全力を注がなければな
らない。
　そのためには、豊かな地域資源を活かしたブランド化や財
政基盤の強化により、保育・子育て環境を充実させる施策に
積極的かつ重点的に行政経営資源（ヒト・モノ・カネ・情報・
時間）を配分されたい。

　「歳入に見合った歳出構造」、「選択と集中」の考えのもと、
『幸福度日本一のまちづくり』を目指し、中学生までのこども
医療費の無料化など子育て環境、子育て支援の充実に、重
点的に行政経営資源を配分しました。

　平成29年度当初から全庁的に「歳入に見合った歳出構
造」への転換、新たな財源確保につながる「稼ぐ」という意識
を持って税外収入の掘り起こしに取り組んでいます。
　現在、平成30年度予算編成中であり、子育て支援の見直
し充実を図るなど、市民にとって最適な施策に行政経営資
源を配分できるよう取り組んでまいります。

3-（２） その他② 都市計画課

　行財政改革アクションプランには記載されていないが、地
籍調査について、成果として土地境界の明確化により固定
資産税の公平性の確保、災害復旧の迅速化、開発コストの
縮減などが図られるため、「地籍調査の早期実施」を今後の
取り組みとして検討されたい。

　地籍調査の必要性や有効性は認識していますが、関係部
署で調整を行った結果、他の優先度が高い事業への人員
及び予算確保を優先させることとなり、人員及び予算確保
ができない状況です。
　今後も関係部署と調整を行い、実施について検討します。

　地籍調査の必要性や有効性は認識していますが、関係部
署で調整を行った結果、他の優先度が高い事業への人員
及び予算確保を優先させることとなり、人員及び予算確保
ができない状況です。
　今後も関係部署と調整を行い、実施について検討します。


