
１　平成２３年度取組実績の進捗率

改革の柱 プラン数 取組項目数

行 政 運 営 の 改 革 23 41 8 19.5 30 73.2 3 7.3 0 0.0 38 92.7

財 政 運 営 の 改 革 14 33 4 12.1 28 84.8 1 3.0 0 0.0 32 97.0

組 織 機 構 の 改
革 と 人 材 育 成

4 11 1 9.1 9 81.8 1 9.1 0 0.0 10 90.9

市 民 と 行 政 と の 協
働 ・ 連 携 に よ る 地
域 社 会 づ く り

4 10 0 0.0 8 80.0 2 20.0 0 0.0 8 80.0

合計 45 95 13 13.7 75 78.9 7 7.4 0 0.0 88 92.6

＜進捗評価の見方＞

　　①　完了した項目 調査時点において取組目標を達成した項目

　　②　取組目標どおり進行している項目 調査時点において予定どおり進行している項目

　　③　取組目標より遅れている項目 調査時点において当初の取組目標（目標月）より遅れている項目

　　④　未着手・未実施の項目 調査時点において取組目標に掲げた取組に着手・実施していない項目

２　アクションプランによる財政効果
　　　アクションプランに基づく取組により、歳入では、公民館等施設使用料、幼稚園保育料の見直し、未利用財産の売却等により約６億４，０００万円の増、歳出では、びわ支所の
　　移転や図書館、駅関連施設の運営改善等の公共施設の見直しをはじめ、各種補助金の見直し、職員人件費の削減、公債費の減等により約６億１，０００万円の減、合計約１２
　　億５，０００万円の改善効果となりました。

完了した項目

①

取組目標どおり
進行している項目

②

取組目標より
遅れている項目

③

未着手・未実施
の項目

④

進捗率

①+②

① 平成２３年度の取組として、95項目のうち88項目(92.6％)において、完了又は取組目標どおりの進行(表の①＋②)
となりました。

② 取組が遅れている項目については、平成２４年度の早い段階において成果をあげることにより、平成２４年度の取組
項目と併せて着実な達成を図っていくこととします。

平成２３年度行政改革アクションプランの取組実績（総括表）



平成２３年度　行政改革アクションプラン進行管理表

推進
項目

№ アクションプラン名 アクションプランの概要
進捗評

価
平成２３年度の取組実績 平成２４年度の取組目標 主な担当課 取りまとめ課

１　行政運営の改革

　　(1) 公共施設の計画的見直し

1 公共施設の計画的見直し

・公共施設見直しにかかる計画を策定し、公共施設
全般の見直しを推進する。
・ファシリティマネジメントにより、計画的に施設のメン
テナンスを実施する。
・施設維持管理コスト△1.5憶円

３月

３月

９月

Ａ．方針や計画の策定と、方針・計画に基づ
く見直しの実施
Ｂ．ライフサイクルコスト削減方法についての
内部検討の実施
Ｃ．不均衡が生じている施設使用料について
の見直しの実施

②

②

①

Ａ．公共施設有効活用方針等に基づき、びわ農畜水産
物直売センターの民営化や図書館の運営方法の見直
し等を実施した。
Ｂ．ファシリティマネジメントに関する先進地視察（千葉
県佐倉市）を実施するなど、内部検討を行った。
Ｃ．公民館等の使用料の見直しを実施した。

・公共施設有効活用計画に基づき、公共施
設の見直しを実施する。

各施設所管課 行政経営改革課

2 文化ホールの見直し

・検討委員会を設置し、効率的な施設運営、有効活
用、統廃合を検討、段階的に実施する。
・維持管理コスト△６，０００千円

３月 ・有効活用策をまとめる ③ ・長浜市文化ホール活用検討委員会を設置して、長浜
市文化ホール有効活用計画（案）の取りまとめを行っ
た。
・計画案の取りまとめまでには、長浜まちづくり100人委
員会でのワークショップや、関係団体との懇談会を行っ
た。

・長浜市文化ホール有効活用計画を直ち
に策定し、「重点施策・事業」と位置付けた
ものを実施していくとともに、検討委員会で
効果等を検証する。

生涯学習・文化スポーツ課

3 子育て支援センター事業の見直し

施設の再配置を行うとともに、民間や地域の活力を
活用し事業の充実を図る。

３月
３月
３月

Ａ．次年度以降の事業内容等を検討
Ｂ．施設再配置について調整、準備を行う。
Ｃ．新たな担い手の育成支援策について検
討する。

②
②
②

Ａ．利用者ニーズ等調査を実施した。
Ｂ．統廃合可能施設の検討を実施した。
Ｃ．育成支援策についての検討を実施した。

①利用者や子育て世代のニーズ調査の結
果を、事業内容等に活用していく。
②施設の再配置については、環境の整っ
た施設から順次、移転等を実施していく。
③前年度の検討結果に基づき、新たな担
い手を育成、支援する。

子育て支援課

4 保健センターの見直し

保健センターを再配置するともに、施設の転用等を進
める。

４月
３月

Ａ．乳幼児健診会場を３施設に集約する。
Ｂ．上記以外は、用途変更など有効活用を進
める。

①
②

Ａ． 乳幼児健診会場を３施設に集約した。
３施設：長浜市保健センター ・ 浅井分室 ・ 高月分室
Ｂ． 上記以外の施設
・びわ分室は、しょうがい者団体へ施設の一部を有償
貸付した。
・虎姫分室は、主要用途が高齢福祉であることから平
成２４度から所管替することを決定した。
・木之本分室は、今後の活用について関係課と協議

・施設の再配置や有効活用等を進める。

健康推進課

5 物産販売施設の見直し

現指定管理者への施設譲渡等、民間による経営へ
の移行を図る。

３月

１２月

Ａ．農産物直売センターの譲渡に向けた協
議、手続きを行い、取組を進める。
Ｂ．浅井ふれあいの里・プラザふくらの森の
今後の運営形態のあり方の方針を決定し、
取組を進める。

①

①

Ａ．３月末日で指定管理を終了し、４月１日付けで民間
団体へ財産を譲与した。
Ｂ．H24年度以降の指定管理料の減額見直しの協議を
行った。
　H26年度以降、指定管理を終了し普通財産として管理
する方向性を決定した。

・湖北みずどりステーション、奥びわ湖水の
駅の今後の施設の運営形態のあり方を検
討し、方針を決定する。

農政課

6 宿泊施設の見直し

現指定管理者への施設譲渡等、民間による経営へ
の移行を図る。

３月 指定管理者への最終的な施設譲渡に向け、
経営改善を促すとともに、協議を進める。

② ・余呉湖荘：指定管理者との間で随時、調整を行った。
・つづらお荘：庁内関係課、指定管理者との協議を行っ
た。

・つづらお荘、豊公荘について今後の方針
を決定し、取組を進める。

観光振興課

7 駅関連施設の見直し

・市内9カ所の駅関連施設について、サービスの平準
化や維持管理経費の削減を図る。
・施設維持管理コスト△９，３５０千円

１０月

３月

Ａ．維持管理経費の削減、券売業務等の平
準化を図る。　（虎姫駅に券売機（ＩＣＯＣＡ対
応）を設置し、既存ＩＣＯＣＡチャージ機を高月
駅に移設する等）
Ｂ．駅利用促進に向けた取組の実施

②

②

Ａ．虎姫駅に券売機、高月駅にＩＣＯＣＡﾁｬｰｼﾞ機を設置
し、虎姫駅の券売機導入に伴い窓口券売時間の削減
を行った。

Ｂ．鉄道に親しんでもらうための子ども絵画展の実施
や、駅利用促進PR記事を市広報紙及びホームページ
に掲載した。

①各駅の維持管理経費の削減を図るとと
もに、券売業務等の平準化を図るべくJR等
と協議を行う。
②関係機関と連携し、駅利用促進に向け
た取組を実施する。

都市計画課

8 歴史文化施設の見直し

・効率的・効果的な運営を図るため、市民や地域が主
体となった施設運営への移行等を図る。
・施設ボランティアを１０人増やす。
・施設維持管理コスト△ ５，０００千円

３月 ・市民・地域との協議・検討の場をもち、今後
のあり方を検討する。

② 冨田人形会館、小谷城戦国歴史資料館、雨森芳洲庵、
浅井歴史民俗資料館の運営について、地元住民や地
元組織、関係課などと協議等を行い、今後のあり方を
検討した。

・各施設の運営形態等の方向性を示す。

長浜城歴史博物館

平成２３年度の取組目標
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平成２３年度　行政改革アクションプラン進行管理表

推進
項目

№ アクションプラン名 アクションプランの概要
進捗評

価
平成２３年度の取組実績 平成２４年度の取組目標 主な担当課 取りまとめ課平成２３年度の取組目標

9 図書館の見直し

・図書館協議会の意見を踏まえ、サービスの質の向
上や維持管理経費の削減を図る。
・図書館事業にかかる経費△１０，０００千円
・貸出冊数を５万冊増やす。
・図書館ボランティアを１２人増やす。

１０月
１０月

Ａ．施設運営の見直しを検討する。
Ｂ．利用者ニーズを把握する。

②
①

Ａ．開館時間・休館日の見直しによる開館時間の削減
（年間７１０時間削減）と、運営体制の見直しによる人員
削減（臨時職員２名減　４，４００千円削減）を行った。
Ｂ．アンケート調査を実施し、利用者ニーズを把握した。

①前年度の検討を踏まえ、施設運営の見
直しを開始する。
②図書館事業にかかる経費を削減する。
（△１０，０００千円（Ｈ２２比））
③ボランティアを１２人増やす。（Ｈ２２比）・
貸出冊数を１１５万冊にする。
④今後の施設運営の中長期的なあり方に
ついても継続的に検討していく。

長浜図書館

　　(2) 外郭団体の見直し

10 外郭団体の見直し ・外郭団体の見直しにかかる指針に基づき、外郭団
体の自立化を図るとともに、市の関与の適正化を図
る。
・外郭団体の経営状況等について、積極的に情報公
開を行う。

３月 ・取組方針に基づき、各団体ごとのアクション
プランを策定し、取組を進める。

③ ・市ホームページにおいて、出資法人の経営状況等に
関する情報公開を行った。
・市の関与のあり方等を定めたアクションプランを策定
した。（１１法人中９法人策定）
・出資法人による中期経営計画の策定を促した。（１１
法人中６法人策定）

①中期経営計画が未策定の法人に対し、
計画策定を促すとともに、中期経営計画を
踏まえた市のアクションプラン（支援計画）
を策定する。
②アクションプラン（支援計画）に基づき、
各団体の自立的・持続的な経営の確立に
向けた取組を進める。

総務課、生涯学
習・文化スポーツ
課、市民自治振
興課、商工振興
課、文化財保護セ
ンター、北部振興
局、虎姫支所、湖
北支所、木之本
支所、西浅井支
所　等

行政経営改革課

　　(3) 民間活力の活用

11 アウトソーシングの推進

アウトソーシングを推進し、業務の効率化等に取り組
む。アウトソーシングの担い手を育成、支援を図る。

１１月

３月

Ａ．対象事務事業の洗い出し、年次計画の策
定

Ｂ．担い手の育成・支援

③

②

Ａ．H24年度に実施の、職員削減に対応できる事務事
業体系及び執行体制の見直し作業に併せて対象事業
の抽出、年次計画を策定することとした。
Ｂ．西黒田公民館及び高月公民館について、平成２４
年度から新たに指定管理者制度を導入することとし、
地域づくり協議会を指定管理者に指定した。

①全庁的な事務事業体系・執行体制の見
直し作業に併せ、年次計画を策定し、アウ
トソーシングを進める。

②アウトソーシングの担い手の育成、支援
に取り組む。

全庁的取組 行政経営改革課

12 保育園民営化の推進

・保育園の民営化を図るとともに、待機児童の解消を
図る。
・民営化 による保育所運営費の削減：△１５，０００千
円

４月

９月

３月

Ａ．民間園の開設及び増設により、定員２７５
人増とする。
Ｂ．東保育園の民営化に向け、保護者協議
等を進める。
Ｃ．Ｈ２４開設に向け、民間園（２ 園）の支援
を行う。

①

②

①

Ａ．民間園の開設（２園）及び増設（１園）により、定員２
８０人増とした。
Ｂ．東保育園の閉園方針を決定し、保護者説明を実施
した。
Ｃ．民間園（２法人）の施設整備に対し補助金を交付し
た。

①東保育園を民営化する。
②公立保育園の定員の適正化を図る。
③民間園の新設を行う。
④大谷保育園の民営化に向け、保護者協
議等を進める。

幼児課

13 除排雪事業の民間委託拡大

・除排雪機能の維持を前提に、民間委託の促進等を
図る。
・民間委託路線の拡大：約２５０㎞

１１月

１１月

Ａ．民間委託路線や市民協働除雪の拡大、
消融雪施設の拡充等に向けた取組を進め
る。
Ｂ．除雪車の更新（２ｔダンプ１台、８ｔドーザー
２台）

②

②

Ａ．民間委託路線を拡大（325.6km→382.5km　56.9km
増）するとともに、自治会への補助制度の周知を図った
（補助事業実施自治会：９自治会の増）
Ｂ．除雪車両の更新した（８㌧ドーザ、１１㌧ドーザ、２㌧
ダンプ、歩道用除雪機各１台）。

・民間委託路線や市民協働除雪の拡大、
消融雪施設の拡充等に向けた取組を進め
る。

道路河川課

　　(4) 事務事業の整理と合理化

14 新たな行政経営システムの構築、運用

新たな行政経営システムを構築し、全庁的な事務事
業の見直しや経営改善を図る。

３月 ・新行政経営システムの制度設計、総務部に
おけるモデル的試行

② 行政経営システムの素案を作成し総務部において試験
運用と先進事例の視察を行った。

・新たな行政経営システムを全庁的に展開
する。

全庁的取組 行政経営改革課

15 長浜市公会計の整備

新地方公会計の財務４表の具体的な活用や資産評
価の精査等、レベルアップを図る。

３月

１０月

１２月

Ａ．内部的な研究会を設置し、財務4表作成
等に係る基礎事項や手法を確認する。あわ
せて、資産評価手法等について検討する。
Ｂ．平成22年度決算に基づく財務4表を作成
する。
Ｃ．HP、広報で公表する。

②

②

②

Ａ．制度の理解を進めるための研修等に参加した。
Ｂ．、Ｃ．財務諸表を作成し、市ホームページで公表し
た。

①前年度決算に基づき財務４表を作成し、
市政運営への活用や市民への情報公開
等を行う。
②さらなる有効活用に向け、公会計の利活
用等にかかる検討を進める。

全庁的取組 財政課

16 教育行政のマネジメント強化

事務事業の点検評価により、PDCAサイクルに基づ
いた教育行政のマネジメントを強化する。

３月 ・実施プランの作成をはじめとし、ＰＤＣＡサイ
クルによる教育行政のマネジメントを強化し
ていく。

② ・平成２３年度実施プラン第2四半期の進捗状況調査を
実施した。
・平成２２年度点検評価を実施し議会へ報告、公表し
た。

・実施プランの作成をはじめとし、ＰＤＣＡサ
イクルによる教育行政のマネジメントを強
化していく。 教育総務課
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平成２３年度　行政改革アクションプラン進行管理表

推進
項目

№ アクションプラン名 アクションプランの概要
進捗評

価
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17 公用車の適正管理

・公用車適正化計画を見直し、公用車（４８０台）の適
正管理、削減を図る。
・公用車の台数：△５％以上（公用バスは９台から３
台にする）
・公用車の維持管理コスト：△５，０００千円

３月
１０月

Ａ．適正化計画を見直し適正管理を進める。
Ｂ．公用バスを９台から５台にする。

②
②

Ａ．平成２３年度から２６年度を計画期間とする公用車
適正化計画を策定した。
Ｂ．公用バスを９台から５台に削減した。

・適正化計画に基づき、公用車の適正管理
に向けた取組を進める。

総務課、支所地
域振興課、教育
委員会等

総務課

18 住民情報システムの最適化

・住民情報システムを最適化し、ＩＴコストの削減や
サービス向上を図る。（システム運用コスト：△40百万
円）

５月 ・住民記録システム、介護保険システムの再
構築に着手する。

② ・住民記録システム及び介護保険システムの再構築に
着手した。
・前倒し業務の決定や、介護保険のコンビニ収納の開
始時期等について調整し、決定した。

①住民記録システム、介護保険システムを
稼働する。
②国民健康保険、福祉医療等のシステム
の再構築を進める。 住民情報システム関係課 情報政策課

19 英語教育推進事業の見直し

小中一貫英語教育に向けた取組みや効率的な事業
実施に向け取り組む。（事業実施コスト：△10百万円）

１０月

７月
４月

Ａ．英語教育小中一貫プロジェクト委員会を
中心に研究する。
Ｂ．小中一貫英語教育研究開発校申請
Ｃ．英語講師：ＡＬＴ３２人、ＮＥＩ４人、ＪＴＥ１２
人

②

①
②

Ａ．長浜市英語教育小中一貫カリキュラムを作成し、各
校に配布した。
Ｂ．市独自の取組で実施することとし研究開発校申請
を行わないことに決定した。
Ｃ．英語講師をＡＬＴ３３名、ＮＥＩ３名、ＪＴＥ１１名とした。

①小中一貫英語教育カリキュラムを実践
研究する。１年目（～Ｈ２６）
②英語講師を、ＡＬＴ３４人、ＮＥＩ２人、ＪＴＥ
１０人とする。 教育指導課

20 公職選挙の投票区の見直し

地域ごとの地理的条件の差異も踏まえたうえで、投
票区の見直しを図る。

２月 ・投票区の再編原案を策定する。 ② 各地域（本庁・支所単位）ごとの現状把握と問題点等を
協議し再編原案を作成した。

・再編原案を基に「（仮称）投票区画定審議
会」で審議を行い、再編案を策定し、選挙
管理委員会で確定し、これを基に再編を進
める。

選挙管理委員会事務局

　　(5) 広域行政の見直し

21 広域行政のあり方の見直し

湖北地域の一部事務組合について、米原市と今後の
あり方を協議し、方針を決定し、取組を進める。

３月 ・米原市と協議し、基本的方針を決定する。 ② ・重症心身しょうがい者通所施設について、現行維持を
確認した。
・11月に長浜市地域水道ビジョンを策定し、長浜水道企
業団への統合による広域化に取り組む。
・介護認定審査事務について、介護認定システムの効
率的運用や医師会からの派遣医師の負担軽減などか
ら現状のままとすることを決定した。
・消防組合について、県下７消防本部となったところに
より広域化の所期の目的は達したとして、滋賀県消防
体制検討委員会が解散した。湖北地域消防本部につ
いては現在の枠組みにて運用する。

・平成２３年度に決定した方針に基づく取
組を進めるとともに、必要に応じ、随時、協
議・検討を行う。

防災危機管理
課、環境保全
課、上下水道課
等

企画広報課

　　(6) 行政サービスの質的向上

22 電子入札システムの導入

電子入札システムの導入により、業務効率化・サービ
ス向上を図る。

１１月 ・より効果的な電子入札システムを導入す
る。

② 電子入札システムを導入した。 ・電子入札システムの実証実施をとおし
て、問題点を洗い出し、対策を検証して本
格実施する。また、業種等に応じた段階的
実施に向け検討する。 契約検査課

23 総合窓口の導入

総合窓口による窓口サービスの向上を図る。 ３月

８月

Ａ．窓口業務の事務手続の効率化等を図る。

Ｂ．内部協議や先進事例の検証を行う。

②

②

Ａ．ワーキンググループでの検討をはじめ、庁内協議を
実施した。
Ｂ．発券機導入自治体、窓口業務のｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ導入事
例研修を実施した。
Ａ．、Ｂ．コンビニでの証明発行導入の準備を行った。

①情報システム更新の進行等にあわせ、
効率化を図ることのできる項目から先行的
に効率化を図る。
②総合窓口のあり方について検討を進め
る。
③コンビニ交付の実施

窓口業務担当課 市民課

２　財政運営の改革

　　(1) 地方債残高の削減

24 地方債の適正管理

建設事業の計画的な実施や繰上償還により地方債
残高を削減する。（公債費：△13億円、公債費負担比
率：15%以内）

４月

６月
９月

Ａ．公債費（一般会計）を２．５億円削減する。
（Ｈ２２比）
Ｂ．繰上償還の対象となる市債を抽出する。
Ｃ．繰上償還を行う。

②

②
②

Ａ．当初予算において公債費（一般会計）を２．５億円削
減した（Ｈ２２比）。
Ｂ．繰上償還の対象となる市債を抽出した。
Ｃ．予定していた繰上償還分を減額補正し福祉施設に
対する償還補助の債務負担行為を解消する内容に変
更した。

・繰上償還計画を策定し、繰上償還の実施
と地方債の計画的な発行により地方債残
高を削減する。

地方債関係課 財政課

4/8



平成２３年度　行政改革アクションプラン進行管理表

推進
項目

№ アクションプラン名 アクションプランの概要
進捗評

価
平成２３年度の取組実績 平成２４年度の取組目標 主な担当課 取りまとめ課平成２３年度の取組目標

　　(2) 税源のかん養と収納率の向上

25 収納率の向上

新たな手法の導入や内部的な体制の確立などに取り
組むほか、県等との連携を進める。

３月
３月

A.収納率の維持・向上、未収金額の削減
B.新たな手法の導入や内部的な事務フロー
の検討、確立に取り組むほか、県等との連携
を進める。

②
②

Ａ．収納率の維持・向上、未収金額の削減に取り組ん
だ。
　【収納率（現年分）】
　　・市税　　98.9％
　　・保育所保育料　　98.7％
　　・幼稚園保育料　　99.2％
　　・公営住宅家賃　　98.5％
　　・住宅貸付金　　　91.7％
　　・国民健康保険料　　93.2％
　　・後期高齢者医療保険料　　99.7％
　　・介護保険料　　99.4％
　　・下水道使用料（農排含）　98.5％
　　・上水道使用料（簡水含）　94.5％
　　・病院事業医療費
　　　　　　長浜病院　　99.1％
　　　　　　湖北病院　　100.0％
　　・老人保健施設療養収入　　99.8％

Ｂ．課内ワーキンググループにおける問題点について
の検討、クレジット収納導入についての検討、市県共同
による捜索の実施及び県市町捜索チームへの職員派
遣等、県等との連携を図った。

①収納率の維持・向上、未収金額の削減
②新たな手法の導入や内部的な事務フ
ローの検討、確立に取り組むほか、県等と
の連携を進める。

全庁的取組
税務課、滞納整
理課、保険医療
課、高齢福祉介
護課、幼児課、建
築住宅課、上下
水道課、すこやか
教育推進課、市
立長浜病院医事
課、湖北病院医
事課、介護老人
保健施設

　　(3) 受益者負担の適正化

1 公共施設の計画的見直し【再掲】 【再掲】 － － 各施設所管課 行政経営改革課

26 上下水道料金の見直し

上下水道料金の体系、水準の不均衡を是正する。 １２月

３月

３月
３月

Ａ．各事業において中期経営計画を策定し、
適正な料金水準について検討する。
Ｂ．農集排施設使用料の料金体系統一と使
用料の見直しについて検討する。
Ｃ．浅井簡水の使用料の見直しを行う。
Ｄ．水道使用料の料金体系の統一に向けて
方針を決定する。

②

②

②
②

Ａ．公共下水道事業、農業集落排水事業、浅井簡易水
道事業・湖北簡易水道事業、北部地域簡易水道事業
の計画（案）を策定した。
Ｂ．基準外繰入金の抑制を財政健全化への方針として
収支計画（案）を策定。料金体系別に負担検証を行い、
使用実態に応じた公平妥当な料金水準の検討を行っ
た。
Ｃ．運営協議会を計６回開催し、中期経営計画（案）及
び料金体系の見直しを審議した。
Ｄ．長浜市地域水道ビジョンに基づき「簡易水道事業統
合計画書」を策定し、統一に向けての基本方針を定め
た。

①農業集落排水施設使用料は、新料金体
系により使用料の統一を図る。
②企業会計化を踏まえ経営計画の見直し
を行い、適正な料金水準を検討する。
③水道使用料については、方針に基づき
料金体系の統一を検討する。

上下水道課

27 幼稚園保育料の適正化

幼稚園保育料を適正な水準に見直す。 ４月

３月

Ａ．Ｈ２２の決定に基づき、Ｈ２３、２４の２年間
で保育料を改定する。
　（月額５，２００円）
Ｂ．適正な金額設定について検討する。

②

②

Ａ．改定後の金額（月額５，２００円）を徴収した。
Ｂ．Ｈ２４年度保育料を適正な金額とし一定期間据え置
くとしたうえで、他市の状況、幼稚園関連施策との関連
付けから、適正な時期に見直しを検討することを決定し
た。

①Ｈ２２の決定に基づき、Ｈ２３、２４の２年
間で保育料を改定する。
　（月額６，０００円）
②他市の状況や国の幼保一体化にかかる
動向等に留意しながら、適正な金額設定に
ついて検討する。

すこやか教育推進課

　　(4) 未利用財産の有効活用

28 未利用財産の利活用

公有財産の利活用に関する基本方針に基づき、未利
用財産の有効な利活用を図る。

３月 ・５件以上の未利用財産について売却処分
又は貸付等の利活用を図る。

② 市有地８物件（面積計１３，９８６．２２㎡）について一般
競争入札を執行した。うち５物件（面積計１３，０９６．２６
㎡）を売却処分した。（売却金額：６１８，７４０千円）

・５件以上の未利用財産について売却処分
又は貸付等の利活用を図る。

全庁的取組 総務課

　　(5) 負担金・補助金の見直し

29 補助金等制度の見直し

補助金ガイドラインを改定し、人件費補助、間接補助
等について全庁的な補助金見直しを推進する。（△
80百万円）

８月

３月

Ａ．現在の本市補助金の実態を把握するとと
もに、現ガイドラインとの検証・問題点の洗い
出しを行う。
Ｂ．新ガイドライン骨子作成・新年度予算に
向けた準備

①

②

Ａ．、Ｂ．補助金ガイドラインの見直しについて検証した
結果、ガイドラインの改定の必要性なしとして結論付け
た。今後は、補助金交付事務の適正化に向けた運用面
での指導に重点を置くことを決定した。

・補助金ガイドラインに基づき、補助金等を
順次見直す。

全庁的取組 財政課
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30 ごみの減量化・適正処理対策の見直し

循環型社会の形成に向け、新たな手法による事業展開を図る。 ４月
１１月

１１月

Ａ．環境推進員報償金を廃止
Ｂ．生ゴミ減量化対策補助に代わる新たな事
業手法について研究、検討を行う。
Ｃ．不法投棄パートナーシップ事業は、重点
地域の絞り込みなど新たな事業手法の検討
を行う。

①
②

②

Ａ．環境推進員報償金を年度当初に廃止した。
Ｂ．２３年度で生ごみ処理機の購入補助制度を終了し、
次年度から食材使い切りや水切り徹底など手軽にでき
るごみの減量化の推進を図ることを決定した。
Ｃ．自治会と継続的な協定を締結し、不法投棄防止対
策に取り組むことを決定した。

・前年度までの検討結果に基づき、新たな
手法で事業を展開するとともに、その実
績、効果を検証し、次なる対策のあり方を
検討する。

環境保全課

31 社会福祉協議会への運営補助金の見直し

社会福祉協議会の運営効率化を促すとともに、市か
らの運営補助金、人的支援の適正化を図る。

１２月

１２月

Ａ．社協において人員仕分けや経営改善の
計画等を策定し、組織体制等を精査する。
Ｂ．市から社協に対する人的支援、関与等を
精査、見直しを行う。

①

②

Ａ．社協において経営改善会議を設置し、社協の進む
べきかたちについて検討を行うとともに、組織体制、経
営についての答申がされ、年度末の理事会において承
認された。
Ｂ．市からの関与のあり方についても協議を行い、独自
運営の推進を図るため、これまでの職員派遣等による
人的支援を、24年度から廃止するよう見直しを行った。

①平成２３年度の精査結果に基づき、一定
の補助金見直しを行う。
②市の地域福祉計画の策定に伴い、社協
の位置づけや役割を明確化し、補助金の
あり方や水準を見直す。 社会福祉課

32 老人クラブ連合会への運営支援の見直し

老人クラブ連合会の運営効率化を促すとともに、市
からの運営補助金の適正化を図る。

３月

10月

Ａ．経営効率の改善を促し、適切な補助水準
としていく。
Ｂ．新たな補助基準を作成する。

②

②

Ａ．、Ｂ．新たな補助基準を作成し、平成２４年度から新
基準により補助金を交付する。

①新たな補助基準に基づき、段階的に補
助金を削減する。
②老人クラブ連合会の各支部の統合等を
促す。

高齢福祉介護課

33 シルバー人材センターへの運営支援の見直し

シルバー人材センターの運営効率化を促すとともに、
運営補助を国庫補助基準まで段階的に削減する。

３月 ・経営効率の改善を促し、適切な補助水準と
していく。

② 補助額を段階的に削減した。 ・経営効率の改善を促し、補助金を段階的
に削減する。

高齢福祉介護課

34 商工振興事業補助の見直し

・各商工会への補助金の不均衡を是正する。 ３月

３月

Ａ．新たな算定基準に基づき補助金を交付す
る。（３年間の激変緩和措置を設ける。（Ｈ２２
年度比△５％を限度））
Ｂ．商工会の合併に向けた取組を促す。
　　伊香４商工会合併調印

②

③

Ａ．補助金交付要綱の改正した(H23.4.1施行）。
Ｂ．商工会の合併を促進するため、地域力創出コーディ
ネーター事業を実施した。
　　企業実態調査　119社
　　市等の産業振興施策の周知　　約300社
　　就活ナビ参加企業募集　参加登録5１社

①新たな算定基準に基づき補助金を交付
する。（３年間の激変緩和措置を設ける。
（Ｈ２２年度比△１０％を限度））
②引き続き商工会の合併に向けた取組を
促す。

商工振興課

　　(6) 特別会計・企業会計の健全化

35 上下水道事業の経営再編

上下水道の経営を再編し、経営の効率化による市民
サービスの向上を図る。

３月

３月

３月

Ａ．地域水道ビジョンの経営統合方針に基づ
き、再編準備を進める。
Ｂ．下水道使用料（農集排事業含）と上水道
使用料の一体徴収に向け、アウトソーシング
の検討を行う。
Ｃ．浅井簡水の会計方式、料金体系の見直
しを進める。

②

②

②

Ａ．長浜水道企業団との間で、地域水道ビジョンに定め
た統合の基本合意として「長浜市域水道事業の統合に
関する覚書」を締結した。
Ｂ．長浜水道企業団との間で、情報システム統合に関
する協定書を締結した。協定に基づき24年度におい
て、企業団エリアの下水道使用料データを移行し、企業
団システムで下水道賦課徴収事務の運用を図る。
Ｃ．上記協定書に基づく企業会計システムの統合、移
行作業について長浜水道企業団と基本的事項を合意
した。

①地域水道ビジョンの経営統合方針に基
づき、再編準備を進める。
②下水道工事の受付や建設部門につい
て、本庁・北部振興局へ集約する。

上下水道課

36 上下水道事業の地方公営企業法適用

公営企業としての経営健全化を図るため、地方公営
企業法の適用を目指し、取組を進める。

３月

９月

３月

Ａ．浅井簡水の企業会計化の検討、準備を
進める。
Ｂ．下水道事業（公共・農集）の企業会計化
移行に向けての検討、準備を開始。
Ｃ．農集排事業（西浅井地区）の資産台帳の
整備を進める。

②

②

②

Ａ．資産台帳を整備した。
Ｂ．長寿命化計画策定に向けての全体構想を検討し
た。
Ｃ．西浅井地区の13処理施設の資産調査を行い、資産
台帳を整備した。

①浅井簡水を企業会計に移行する。
②農業集落排水事業（木之本、高月、びわ
地区）の資産台帳の整備を開始する。
③長寿命化計画（公共下水道事業）の策
定並びに資産台帳の整備を進める。

上下水道課
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37 病院事業の持続可能な経営

病院事業の基本計画・改革プランに基づく取組を推
進し、持続可能な経営に向けて取り組む。

３月
３月

Ａ．湖北病院の基本計画を策定する。
Ｂ．両病院の基本計画や病院改革プランに
基づき、取組を進める。
【追加】Ｃ．長浜病院及び湖北病院の改革プ
ランを「長浜市立病院改革プラン」とする。

①
②

②

Ａ．湖北病院基本計画を策定した。
Ｂ．院内の改革プラン推進会議での進捗管理を行った
ほか、第三者で構成する長浜市立病院改革プラン評価
委員会を設置し、改革プランの評価・点検を行うなど、
取組を進めた。
Ｃ．長浜病院及び湖北病院の改革プランを長浜市病院
事業改革プランとして策定した。

①「長浜市病院事業基本計画」を策定す
る。
②病院事業基本計画・病院事業改革プラ
ンに基づく取組を進める。

長浜病院経営
企画課
湖北病院管理
課

３　組織機構の改革と人材育成

　　(1) 本庁と支所の見直し

38 本庁と支所の見直し

本庁・支所の機能・役割分担等を見直し、業務の効
率化や市民サービスの質的な維持・向上を図る。

３月

４月

１１月

３月

Ａ．本庁や北部振興局への集約化による業
務の効率化や専門性の向上を図る。
Ｂ．北部振興局を中心に、市北部における地
域振興、サービスの質的な向上や業務の効
率化に取り組む。
Ｃ．本庁、北部振興局、支所の機能や役割の
あり方について今後の方針を決定する。
Ｄ．老朽化している庁舎の対応策や空きス
ペースの有効活用を図る。

②

②

②

②

Ａ．本庁及び北部振興局への事務事業の集約を進め
た。
Ｂ．４月に北部振興局を設置した。
Ｃ．本庁、北部振興局及び支所の機能・役割や組織体
制についての基本的な考えを整理した。
Ｄ．びわ支所をびわ文化学習センター内に移転するとと
もに、今後の支所庁舎等のあり方について、基本的な
考え方を整理した。

・本庁・支所への事務事業の集約を図ると
ともに、支所庁舎の見直しを実施する。

全庁的取組 行政経営改革課

　　(2) 組織機構の再編・整備

39 組織機構の再編・整備

地域主権時代にふさわしいスリムで柔軟性や機動力
のある組織づくりを進める。

３月
４月

３月

Ａ．必要な組織再編等を弾力的に実施する。
Ｂ．北部振興局の設置により北部振興対策
を進めるとともに、市長戦略室の設置によ
り、これまで以上に成長戦略や政策調整を進
め、機動的で効果的な施策を実施する。
Ｃ．グループ制の効果の検証等を行う。

②
①

②

Ａ．本庁、北部振興局への事務事業の集約を進めた
【再掲】
Ｂ．４月に北部振興局、市長戦略室を設置した。また、５
月に防災危機管理課内に原子力安全対策室を、９月に
虎姫支所に住宅適正化推進室を、１月に教育委員会に
幼児課を設置した。
Ｃ．グループ制の効果に関する職員アンケートを実施し
た。

・必要な組織再編等を弾力的に実施する。

全庁的取組 行政経営改革課

　　(3) 職員数の適正化と総人件費の抑制

40 職員数の適正化と総人件費の抑制

職員数の適正化と臨時職員賃金を含めた総人件費
の抑制に取り組む。（職員数：△60人以上、総人件
費：△5億円）

３月

３月

・職員定数適正化計画等に基づき、職員数
の適正化と総人件費の抑制に取り組む。
・職員数の削減（累計）：△５人以上（平成２３
年４月１日比）

②

②

Ａ．定員適正化計画を見直し、今後の削減計画を策定
した。
Ｂ．職員を１６人削減した。

・職員数の適正化と総人件費の抑制に取り
組む。
職員数の削減（累計）：△２０人以上（平成
２３年４月１日比） 全庁的取組 人事課

　　(4) 人材の育成

41 人材育成の推進

全職員を対象とした目標管理制度の運用、人事評価
制度の拡充、職員研修の充実等に取り組む。

３月

３月

Ａ．全職員を対象に目標管理制度を運用す
る。
Ｂ．「新たな人事制度」の検討を行う。

②

③

Ａ．全正規職員を対象に目標管理制度を運用した。

Ｂ．全職員を対象に実施した目標管理を人事評価につ
なげるための検討を行った。

①目標管理の精度を高め、着実な運用を
図る。
②「新たな人事制度」を段階的導入の検
討・準備を行う。
③職員研修の充実等

全庁的取組 人事課

４　市民と行政との協働・連携による地域社会づくり

　　(1) 協働・連携の推進

42 協働・連携によるまちづくりの推進

協働・連携のまちづくりにかかる指針を策定し、取組
を進める。（職員のまちづくり団体への役員参加50
人）

３月 ・協働・連携によるまちづくりにかかる市の方
向性を示す指針を策定する。

② 当初は指針の策定を予定していたが、２４年度にかけ
て、より具体の取組等を定めた推進計画を策定するこ
ととし、計画素案を策定した。

・推進計画の内容等について周知したうえ
で、具体的に運用を行う。

全庁的取組 市民自治振興課
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43 地域づくり協議会の設立・活動支援

新しい公共の担い手として、市内全域での地域づくり
協議会の設立・活動を支援する。

３月
３月
９月
３月
３月

Ａ．地域づくり協議会の設立支援
Ｂ．地域づくり計画の策定支援
Ｃ．地域づくりリーダー養成塾の開催
Ｄ．補助・委託・自主事業メニューの見直し
Ｅ．協議会事務局会議の設立支援

②
②
②
②
②

Ａ．５地区での協議会設立及び未着手の地区での設立
準備会発足に対する支援を実施した。
Ｂ．未策定地区の計画策定を支援した。
Ｃ．リーダー養成塾を４回開催した。
Ｄ．見直し方針をまとめ、予算要求作業への反映を図っ
た。
Ｅ．事務局会議を設立、開催した。

・地域づくり協議会の充実に向けた取組を
行う。

全庁的取組 市民自治振興課

　　(2) 市民参画の推進

44 市民参画の推進

・審議会等への公募委員・女性委員の登用やパブ
リックコメントの拡充等により、市民の市政参画を推
進する。
・市民からの施策等の提案：４テーマ以上

３月

３月
３月

Ａ．100人委員会委員に各種計画等にかかる
意見聴取を行う。
Ｂ．市民モニター制度の導入を検討する。
Ｃ．100人委員会登録者を100人以上にする。

②

②
③

Ａ．100人委員会を４回実施した。
Ｂ．他市等の事例調査を行うとともに、２４年度から市
政世論調査事業を実施することとした。
Ｃ．委員募集についてホームページで随時情報発信を
行ったが目標（１００人）達成に至らなかった。次年度以
降も随時、登録の受け付けを行う。

①市民モニター制度の運用を開始する。
（市政世論調査を実施する）
②長浜市まちづくり１００人委員会におい
て、市政の重要施策形成に係る意見集約
（３テーマ目標）を行う。

全庁的取組 企画広報課

　　(3) 透明で信頼される市政運営の推進

45 広報事業の見直し

広報戦略プランを策定し、費用対効果も踏まえつつ、
より有効な広報媒体や手法について検討、実施す
る。

12月 ・「広報戦略プラン」の策定 ③ 広報戦略プラン素案を作成した。 広報戦略プランを直ちに策定し、プランに
基づく広報事業の見直しを行う。 全庁的取組 企画広報課
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