
１．　平成25年度取組実績の進捗率

項目数 割合 項目数 割合 項目数 割合 項目数 割合 項目数 割合

行 政 運 営 の 改 革 23 36 13 36.1% 19 52.8% 4 11.1% 0 0.0% 32 88.9% 74.4%

財 政 運 営 の 改 革 14 23 6 26.1% 17 73.9% 0 0.0% 0 0.0% 23 100.0% 92.0%

組 織 機 構 の 改
革 と 人 材 育 成 4 6 3 50.0% 3 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 100.0% 83.3%

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

4 7 4 57.1% 2 28.6% 1 14.3% 0 0.0% 6 85.7% 100.0%

合計 45 72 26 36.1% 41 56.9% 5 6.9% 0 0.0% 67 93.1% 82.7%

※平成25年度取組実績については、平成26年３月31日現在の状況をとりまとめたものです。

（参考）
H24年度
進捗率

改革の柱 プラン数 取組項目数

①完了した項目
②取組目標どおり
進行している項目

③取組目標より
遅れている項目

   ④未着手・未実施
   の項目

進捗率
①+②

① 長浜市の行政改革を着実に推進するために、改革の具体的な取組計画を定めた「長浜市行政改革
アクションプラン」に基づき、各取組項目の進捗管理を行っています。このたび、平成25年度の
取組実績がまとまりましたので報告します。

② 平成25年度は、同アクションプランにおける取組項目 ７２項目のうち６７項目(９３．１％)に
おいて、完了または取組目標どおりの進行(表の①＋②)となりました。

③ 取組が遅れている項目については、平成26年度の早い段階において成果をあげることにより、
平成26年度の取組項目とあわせて着実な達成を図っていくこととします。

長浜市行政改革アクションプランに基づく平成25年度の取組状況について（報告）



２．　行政改革アクションプランによる平成25年度の主な取組等

３．　長浜市行政改革大綱における改革の総括目標　（目標年度：平成26年度）

 ① 経常経費の削減　目標：30億円以上（対H22年度比） ⇒　８億４千万円削減（H24年度決算）　※５億９千万円削減（H23年度決算）

 ② 経常収支比率　　目標：85％以下（H21年度決算：91.3％） ⇒　84.8％（H24年度決算）　※82.7％（H23年度決算）、81.4％（H22年度決算）

 ③ 公債費負担率　　目標：15％以下（H21年度決算：17.2％） ⇒　24.1％（H24年度決算）　※15.5％（H23年度決算）、19.2％（H22年度決算）

 ④ 将来負担比率　　目標：70％以下（H21年度決算：70.8％） ⇒　－  ％（H24年度決算）　※－  ％（H23年度決算）、25.9％（H22年度決算）

　　　　目標：H23年4月1日から4年間で、60人以上の削減 ⇒　計57人削減（H26年4月1日現在）　※計40人削減（H25）、15人削減（H24）

　　　　※充当可能財源が将来負担額を上回るため「－」と表示。

（２）職員削減数

（１）財政健全化指標　（※参考：平成24年度決算比較、平成25年度決算は調製中）

　行政改革アクションプランに基づく、平成25年度の主な取組は、次のとおりです。

　・公共施設の計画的見直し　（高月支所庁舎への公共施設等の集約、学校給食センターの統合により、延床面積 3,748㎡削減。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他、余呉支所の移転、保健センター分室の用途廃止等）
　・アウトソーシングの推進　　（下水道料金、長浜学校給食センター、通学バスの外部委託により、職員29人削減。指定管理者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制度の新規導入：７施設（計87施設）。市民協働による地域除雪化：10自治会増（計122自治会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請）、除雪機械購入補助：４自治会等）
　・公用車の適正管理　　　　　（公用車５台削減、低公害車：19台導入（入替））
　・地方債の適正管理　　　　　（地方債の繰上償還：27億円、繰上償還による利子負担軽減：3.8億円）
　・未利用財産の利活用　 　　（市有財産の売却：６件  901㎡  3,382万円、新規貸付：太陽光発電事業用地 900㎡  13.5万円／年）
　・本庁と支所の見直し　　　　（支所の課の廃止及び支所業務の本庁・北部振興局への一部集約により、支所職員35人削減）
　・職員数の適正化　　　　 　　（長浜市定員適正化計画に基づく職員採用を行い、対前年度比：正規職員17人削減）

　また、平成26年度当初予算においても、歳入・歳出の見直しを図りました。
　・歳入の確保：　　 約2,900万円　（木之本ケーブルテレビ民営化による設備賃貸、市有財産等の処分、広告事業の推進等）
　・歳出の削減：約１億8,600万円　（人件費の削減、市債の繰上償還による利子負担軽減、事務事業の見直し等）

長浜市行政改革大綱に定めた改革の総括目標と現在の取組状況は次のとおりです。



取組項目数 完了 予定どおり 遅れている 未実施 主な担当課 とりまとめ課

1 公共施設の計画的見直し 1 1 各施設所管課 行政経営改革室

2 文化ホールの見直し 1 1 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 2 1 1 子育て支援課

4 保健センターの見直し 1 1 健康推進課

5 物産販売施設の見直し 1 1 農政課

6 宿泊施設の見直し 3 2 1 観光振興課

7 駅関連施設の見直し 2 1 1 都市計画課

8 歴史文化施設の見直し 1 1 歴史文化推進室

9 図書館の見直し 3 1 1 1 図書館運営室

10 外郭団体の見直し 2 1 1 外郭団体所管課 行政経営改革室

11 アウトソーシングの推進 2 1 1 全庁的取組 行政経営改革室

12 保育園民営化の推進 2 1 1 幼児課

13 除排雪事業の民間委託拡大 1 1 道路河川課

14 新たな行政経営システムの構築、運用 1 1 全庁的取組 行政経営改革室

15 長浜市公会計の整備 1 1 全庁的取組 財政課

16 教育行政のマネジメント強化 1 1 教育総務課

17 公用車の適正管理 1 1 総務課、各支所地域振興課、教育委員会 総務課

18 住民情報システムの最適化 2 2 住民情報システム関係各課 情報政策課

19 英語教育推進事業の見直し 3 3 教育指導課

20 公職選挙の投票区の見直し 1 1 選挙管理委員会事務局

21 広域行政のあり方の見直し 1 1 防災危機管理課、環境保全課、上下水道課等 企画政策課

22 電子入札システムの導入 1 1 契約検査課

23 総合窓口の導入 2 2 窓口業務担当課 市民課

36 13 19 4 0

取組項目数 完了 予定どおり 遅れている 未実施 主な担当課 とりまとめ課

24 地方債の適正管理 1 1 地方債関係課 財政課

25 収納率の向上 2 2

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、上下水道課、建築住宅
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

26 上下水道料金の見直し 3 2 1 上下水道課

27 幼稚園保育料の適正化 1 1 幼児課

28 未利用財産の利活用 1 1 全庁的取組 行政経営改革室

29 補助金等制度の見直し 1 1 全庁的取組 財政課

30 ごみの減量化・適正処理対策の見直し 1 1 環境保全課

31 社会福祉協議会への運営補助金の見直し 1 1 社会福祉課

32 老人クラブ連合会への運営支援の見直し 1 1 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 1 1 高齢福祉介護課

34 商工振興事業補助の見直し 3 3 商工振興課

35 上下水道事業の経営再編 3 1 2 上下水道課

36 上下水道事業の地方公営企業法適用 3 3 上下水道課

37 病院事業の持続可能な経営 1 1 長浜病院経営企画課、湖北病院管理課 長浜病院経営企画課

23 6 17 0 0

取組項目数 完了 予定どおり 遅れている 未実施 主な担当課 とりまとめ課

38 本庁と支所の見直し 1 1 全庁的取組 行政経営改革室

39 組織機構の再編・整備 1 1 全庁的取組 行政経営改革室

40 職員数の適正化と総人件費の抑制 1 1 全庁的取組 人事課

41 人材育成の推進 3 3 全庁的取組 人事課

6 3 3 0 0

取組項目数 完了 予定どおり 遅れている 未実施 主な担当課 とりまとめ課

42 協働・連携によるまちづくりの推進 1 1 全庁的取組 市民協働推進課

43 地域づくり協議会の設立・活動支援 1 1 全庁的取組 市民協働推進課

44 市民参画の推進 2 1 1 全庁的取組 企画政策課

45 広報事業の見直し 3 3 全庁的取組 市民広報室

7 4 2 1 0

72 26 41 5 0

－ 36.1% 56.9% 6.9% 0.0%

長浜市行政改革アクションプラン　平成２５年度進捗状況一覧

１．行政運営の改革

小計

２．財政運営の改革

小計

３．組織機構の改革と人材育成

小計

４．市民と行政との協働・連携による地域社会づくり

小計

合計



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

②

・長浜市公共施設有効活用方針等に基づき、高月支所庁舎への公共施設等の集約や
余呉支所の移転、学校給食センターの統合、保健センター分室の用途廃止などの見直
しを実施した。

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

・平成２４年度の取組実績を取りまとめた。そのうち、主要な取組については、市ホーム
ページで公表した。
・平成２５年度の取組目標を設定し、各所属において取組を実施した。

・平成２５年度の取組状況の中間確認を１０月に、期末確認を３月に行う
こととしている。

期末
（３月末）

計画

実績

計画

実績

計画

実績

Ｈ２５年度の取組状況の中間
確認

計画

実績

Ｈ２５年度の取組状況の期末
確認

計画

実績

１２月 １月 ２月 ３月

・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。

３月 Ｈ２４年度の取組実績のまとめ 計画

実績

Ｈ２５年度の取組の実施

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

とりまとめ課 行政経営改革室

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 1 プラン名 公共施設の計画的見直し 主な担当課 各施設所管課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

必要な調査・研究、関係団体との協議 平成26年度予算への反映（文化芸術振興事業委託）

平成26年度予算への反映（舞台業務委託）

指定管理者（西浅井地区地域づくり協議会）へのモニタリング

指定管理者からのヒアリング（5/24） 指定管理公民館連絡会議（9/20） 指定管理者からのヒアリング（2/28）

検討・調整 平成26年度予算への反映（内容の見直し）

委託方式の変更（H26以降、文化ホール指定管理者への委託） 平成26年度予算への反映（文芸・浅井それぞれの指定管理者への委託）

伝統文化体験派遣事業の継続

伝統文化体験派遣事業の継続

委員会の開催（１回）

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

外部委員会（懇話会）の開催については、平成26年度（３年間の計画期間の最終年度）において、長浜市文化ホール有効活用計画の見直しを行う中で検討
する。

残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

(b)指定管理者（西浅井地区地域づくり協議会）へのモニタリングの実施。
(c)文化ホール指定管理者の更新にあわせて、鑑賞型事業については、施設の有効活
用によりよく結びつけるため、当該施設の指定管理者に委託。
(d)伝統文化体験派遣事業については継続中。また、文化ホール指定管理者の更新の
中でもアウトリーチを行うよう要請したことで、来年度以降においては、指定管理者にお
いてもこれまで以上の取組みが期待される。

(a)取組みへの着手。（余呉文化協会への舞台業務委託等について検
討）
(b)具体的な利用促進策についての指定管理者との継続的な協議。
(c)指定管理者との協議・調整。また、より効果的な文化芸術振興事業の
あり方についての検討。（提案型事業への支援制度等）

期末
（３月末）

③

(a)余呉文化協会への舞台業務委託について、必要な経費を平成26年度予算に計上し
た。
(b)指定管理者（西浅井地区地域づくり協議会）へのモニタリングの実施。
(c)長浜文化芸術会館・浅井文化ホールそれぞれの指定管理者に対して、鑑賞型事業
を平成26年度より委託。
(d)伝統文化体験派遣事業については継続中。平成26年度以降、新規アウトリーチ事業
として、長浜文化芸術会館では「アートリーダーバンク事業」を、浅井文化ホールでは
「楽器を楽しもう事業」を各指定管理者が展開予定。

(b)具体的な利用促進策についての指定管理者との継続的な協議。
(c)指定管理者との協議・調整。また、より効果的な文化芸術振興事業の
あり方についての検討。（提案型事業への支援制度等）

計画

実績

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果

d.伝統文化体験派遣事業（アウ
トリーチ活動）の継続

計画

実績

外部委員会の開催（計画の進
行管理）

計画

実績

b.西浅井公民館多目的ホール
（旧西浅井文化ホール）の利用
促進

計画

実績

c.文化芸術振興事業委託の見
直し

計画

実績

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

長浜市文化ホール有効活
用計画（H24.6策定）の中
で、「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、外部委員会で
効果等を検証する。

３月 a.余呉文化ホールの活性化に
向けた関係団体との協働

計画

実績

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

生涯学習・文化スポーツ課 とりまとめ課

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 2 プラン名 文化ホールの見直し 主な担当課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

①

②

Ａ．
【あいあいらんど】　工事が終了し、平成26年４月から高月支所４階に開設。
【こどもらんど】　移転先の候補地について情報を収集。

Ｂ．地域づくり協議会等の情報を収集。

Ａ．
【あいあいらんど】　　なし
【こどもらんど】　　移転候補地についての調査。

Ｂ．新たな担い手団体の調査。

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

②

Ａ．
【あいあいらんど】　工事設計が終了し、１０月から移転先の改修工事に着手予定。
【こどもらんど】　移転先について候補地があったが、協議の結果条件が合わず、次の
候補地を選定中。

Ｂ．地域づくり協議会等の情報を収集中。

Ａ．
【あいあいらんど】　工事が完成に近づけば、市民への案内。
【こどもらんど】　候補地を選定。

Ｂ．引き続き担い手団体の調査。

期末
（３月末）

Ａ　こどもらんど移転
　（候補地選定等）

計画

実績

Ｂ　新たな担い手の情報収集
および情報共有

計画

実績

Ａ　あいあいらんど移転
　（市民への案内）

計画

実績

Ａ　あいあいらんど移転
　（機能移転）

計画

実績

２月 ３月

Ａ　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。

Ｂ　民間や地域における新
たな担い手を育成、支援
する。

３月

３月

Ａ　あいあいらんど移転
　（庁内協議）

計画

実績

Ａ　あいあいらんど移転
　（工事設計および改修工事）

計画

実績

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月 ６月 ７月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 3 プラン名 子育て支援センター事業の見直し 主な担当課 子育て支援課 とりまとめ課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

⇒

⇒

⇒

②

 ・びわ分室については有効活用について関係課協議を重ね、併設する「びわ福祉ス
テーション」の一部として活用。高齢者福祉に限らず広く地域福祉の増進を図る。〔所管
課（所属替手続２月完了）：健康推進課 ⇒ 地域包括支援課〕
 ・湖北分室については、現状の利用を踏まえつつ、空きスペースの有効活用について
関係機関・部署と協議を行った。平成26年度継続協議。
 ・西浅井分室については、新たな利活用を踏まえ関係部署と協議を重ねた。
　

・関係課等との協議を踏まえた方針の決定。

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

・３分室について、庁内関係課協議を随時実施。 ・関係課等との協議を踏まえた方針の決定。
・環境が整った施設から順次、見直しを実施。

期末
（３月末）

■ 湖北分室 H27. 3 計画

■ 西浅井分室 H28. 3 実績

計画

実績

計画

■ びわ分室 H26. 3 実績

≪具体的取組目標≫ 実績 庁内関係課と継続協議

　下記に示す施設の今後のあ
り方についての検討を行う。
　関係課等との協議を行い具
体的な方針等を検討する。
　可能なものから順次、用途
変更を行う。

　西浅井分室
計画 あり方について再協議 

実績 関係機関との協議 ・ 地域医療室等と継続協議

承認（市長決裁）・例規整理（保健センター規則）・県「財産処分報告」・引継（施設・備品)

実績 庁内関係課協議　承認（市長決裁） ・ 県「処分報告」 ・ 例規（規則の一部改正） ・ ２月末引継（施設・文書・備品)

　湖北分室
計画 あり方について再協議 ⇒ 庁内関係課協議

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

・施設の再配置や有効活
　用等を進める。

３月
　びわ分室

計画 庁内関係課協議

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

健康推進課 とりまとめ課

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 4 プラン名 保健センターの見直し 主な担当課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

・物産販売施設としては公募で、指定管理料０円の筋論を関係課で議論し、結果的に譲
渡を前提とし３年間の非公募による指定管理を継続することを確認。

・建設から１０年未経過の「栽培ハウス」と「交流館」があり、譲渡時期を２
段階にするのか一括にするのか等のスケジュール調整が必要。

期末
（３月末）

②

・施設譲渡を前提とした経営基盤づくりの期間として、非公募により平成26年度から3年
間、（有）西浅井総合サービスを指定管理者に指定。指定管理料：０円（799,000円／
年）。

今後３年間を譲渡に向けた準備（調整）期間として位置づけ、平成29年度
を目標とした、具体的な条件・スケジュール等の協議。

計画

実績

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果

計画

実績

計画

実績

奥びわこ水の駅
関係団体ヒアリング

計画

実績

奥びわこ水の駅
方針の決定

計画

実績

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

・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。

３月 庁内協議 計画

実績

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

農政課 とりまとめ課

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 5 プラン名 物産販売施設の見直し 主な担当課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

募集開始 議会議決 引継開始

募集開始

協議

協議

①

①

②

Ａ．【つづらお荘】
・H25.11.5の長浜市産業振興・基盤施設指定管理者選定委員会において、(有)西浅井
総合サービスを指定管理者候補として選出。12月議会を経て(有)西浅井総合サービス
を指定管理者に指定。
Ｂ．【豊公荘】
・H25.10.17に国民宿舎豊公荘運営審議会を開催し、国民宿舎豊公荘の施設運営につ
いて諮問。同審議会の答申どおり、無償建物使用貸借による施設運営の継続（H29年３
月末まで）を決定。
Ｃ．【己高庵】
・現指定管理者と施設の改修及び経営改善について協議。

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

②

②

Ａ．【つづらお荘】
・指定管理更新のための募集要項・仕様書を作成し、H25.9.27の長浜市産業振興・基盤
施設指定管理者選定委員会にて事前審査を受け、非公募・３年で対象団体を(有)西浅
井総合サービスとすることになった。
Ｂ．【豊公荘】
・H25.7.24国民宿舎豊公荘運営審議会を開催し、平成25年度事業計画等を審議した。
Ｃ．【己高庵】
・現指定管理者と施設の改修について協議中。

Ａ．【つづらお荘】
・長浜市産業振興・基盤施設指定管理者選定委員会の事後審査、仮協
定書の締結、指定管理者の議決、指定管理者の指定、協定の締結。
Ｂ．【豊公荘】
・国民宿舎豊公荘運営審議会を開催し、建物賃貸借契約を延長するか否
かを決める。
Ｃ．【己高庵】
・次年度の指定管理を目指して経営改善を促す。

期末
（３月末）

計画

実績

Ｃ．【己高庵】
経営改善を促がすとともに、現
指定管理者と協議を進める

計画

実績

計画

実績

審査
仮協定締結

議会議決
指定通知

H26事業計画
書提出

Ｂ．【豊公荘】
豊公荘運営審議会の開催

計画 第1回(諮問)
第2回

(諮問/答申)

実績 第1回(通常)
第2回

(諮問/答申)

２月 ３月

Ａ．【つづらお荘】
指定管理更新年のため、
「募集方法：公募」「経費区
分：利用料金併用型」「指
定期間：５年」で募集要項・
仕様書を作成し、指定管
理を更新する。
Ｂ．【豊公荘】
豊公荘運営審議会を開催
し、契約を延長するか否か
を決める。
Ｃ．【己高庵】
指定管理期間終了前年度
のため、指定管理を目指し
て経営改善を促す。

３月 Ａ．【つづらお荘】
指定管理更新のための募集要
項・仕様書の作成

計画 募集要項・仕様書の作成・確定、財務査定 審査、仮協定締結

実績 募集要項・仕様書の作成・確定、財務査定

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月 ６月 ７月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 6 プラン名 宿泊施設の見直し 主な担当課 観光振興課 とりまとめ課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

入札

広報 広報 広報 広報 広報 広報

広報 広報 広報 広報 広報 広報 広報 広報 広報

街
頭
啓

広報 広報 広報

高
校
啓

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

ＪＲ西日本との交渉には時間を要するが、市内９駅（直営駅２、簡易委託駅７）を維持するため、駅間の共通業務の統合、受託業務の省力化による行政経
費の縮減に努める。また、駅機能の維持、ダイヤの改善等を求めるため、減少傾向にある鉄道利用を維持するための利用促進啓発を継続する。

残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

③

②

Ａ．施設管理協定の見直しは、ＪＲ西日本より改定案についての回答があったので、下
半期において協定の締結を進める。また、施設管理業務の省費用化については、従前
の随契から競争入札に変更し、６月より長期継続契約を締結した。

Ｂ．駅利用促進および鉄活協の活動については、市ＨＰは最新情報に随時更新した。市
広報誌は上半期において６回の記事掲載を行った。また、絵画展を募集し、10月以降鉄
道スクエア等で展示する。

Ａ．「施設管理協定の見直し（改定）」、「マルス端末（高月駅）の運用にか
かる経費軽減、更新時の取扱い」、　「自動券売機の更新・新設」につい
て、引き続きＪＲ西日本と協議を進める。

Ｂ．引き続き、市ＨＰおよび広報誌による駅利用促進啓発を行う。

期末
（３月末）

③

①

Ａ．「施設管理協定の見直し」については、ＪＲ西日本と合意できた。「施設管理業務省
費用化」は清掃管理業務の競争入札化、ＡＥＤのリース形態変更を行った（21千円減/
月）。
「駅業務運営費用の削減」、「自動券売機更新、新設協議」は、ＪＲが協議は１案件ずつ
との意向から施設管理協定の締結完了後に行うこととした。
Ｂ．「駅利用促進」は、毎月広報誌に情報提供を行い、12月には市内量販店等８か所に
おいて街頭啓発を行った。３月には、市内高等学校に対し新学期からの公共交通利用
啓発を実施した。

Ａ．次年度早々に、改正施設管理協定の締結（券売業務委託契約改定
後）し、その後、「マルス端末（高月駅）の運用にかかる経費軽減、更新時
の取扱い」、「自動券売機の更新・新設」の順でＪＲ西日本と協議を進め
る。

　②鉄活協による利用促進事業
　　　・鉄道の旅、エコポイント、ＩＣＯＣＡ普及CP
　　　・小学生鉄道絵画コンクール、鉄道絵画
展

計画

実績

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果

　③自動券売機更新、新設協議
　　　・更新：高月、木ノ本
　　　・新設：余呉、近江塩津、永原

計画

実績

Ｂ．駅利用促進
　①周知啓発
　　　・市広報、ＨＰ、街頭啓発

計画

実績

Ａ．施設管理業務の省費用化
　①清掃管理委託業務（長浜駅)

計画

実績

　②駅業務運営費用削減
　　　・券売等業務委託先の選定
　　　・券売機器更新時の取扱いについて

計画

実績

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

Ａ．市内各駅の維持管理
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。

Ｂ．関係機関と連携し、駅
利用促進に向けた取り組
みを実施する。

３月

３月

Ａ．ＪＲとの管理運営業務改善協議
　①施設管理協定の見直し

計画

実績

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

都市計画課 とりまとめ課

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 7 プラン名 駅関連施設の見直し 主な担当課

４～５月随契

５月入札（６月～長期）
長期継続契約(H25.6～H28.5）

管理協定改正案の

提示（ＪＲ)→協議
改正管理協定の

締結

ＪＲ事務協議

マルス端末運用

・ＪＲ事務協議(マルス端末運用)

・市としての方向性を確認(内部決裁)
ＪＲ事務協議

市方針協議

ＪＲとマルス運用

等について合意

ＪＲ事務協議 ・ＪＲ事務協議

・内部決裁（運用、市負担等方針）
ＪＲ事務協議 ＪＲと券売機の取

扱について合意

ＨＰ更新：随時 街頭啓発

鉄道の旅、エコポイント：随時
ＩＣＯＣＡ普及キャンペーン(免許返納高齢者）

小学生鉄道絵画展

ICOCA普及キャンペーン

４～５月随契

５月入札（６月～長期）
長期継続契約

改正案の提案 改正管理協定の

締結

ＪＲ事務協議 ・ＪＲ事務協議

・内部協議
ＪＲ事務協議

市方針協議

ＪＲとマルス運用

等について合意

ＪＲ事務協議 ・ＪＲ事務協議

・内部決裁
ＪＲ事務協議 ＪＲと券売機の取

扱について合意

ＨＰ更新：随時 街頭啓発

鉄道の旅、エコポイント：随時
ＩＣＯＣＡ普及キャンペーン

小学生鉄道絵画展

改定案の提案 ＪＲより改定案へ

の回答

随契（現行業者） 長期継続契約

ＨＰ更新：随時

ICOCA普及キャンペーン

４～５月随契

５月入札（６月～長期）
長期継続契約

改正案の提案 改正管理協定の

締結

ＪＲ事務協議 ・ＪＲ事務協議

・内部協議
ＪＲ事務協議

市方針協議

ＪＲとマルス運用

等について合意

ＪＲ事務協議 ・ＪＲ事務協議

・内部決裁
ＪＲ事務協議 ＪＲと券売機の取

扱について合意

ＨＰ更新：随時 街頭啓発

鉄道の旅、エコポイント：随時
ＩＣＯＣＡ普及キャンペーン

小学生鉄道絵画展

改定案の提案 ＪＲより改定案へ

の回答

随契（現行業者） 長期継続契約

ＨＰ更新：随時

４～５月随契

５月入札（６月～長期）
長期継続契約(H25.6～H28.5）

管理協定改正案の

提示（ＪＲ)→協議
改正管理協定の

締結

ＪＲ事務協議

マルス端末運用

・ＪＲ事務協議(マルス端末運用)

・市としての方向性を確認(内部決裁)
ＪＲ事務協議

市方針協議

ＪＲとマルス運用

等について合意

ＪＲ事務協議 ・ＪＲ事務協議

・内部決裁（運用、市負担等方針）
ＪＲ事務協議 ＪＲと券売機の取

扱について合意

ＨＰ更新：随時 街頭啓発

鉄道の旅、エコポイント：随時
ＩＣＯＣＡ普及キャンペーン(免許返納高齢者）

小学生鉄道絵画展

ICOCA普及キャンペーン

４～５月随契

５月入札（６月～長期）
長期継続契約

改正案の提案 改正管理協定の

締結

ＪＲ事務協議 ・ＪＲ事務協議

・内部協議
ＪＲ事務協議

市方針協議

ＪＲとマルス運用

等について合意

ＪＲ事務協議 ・ＪＲ事務協議

・内部決裁
ＪＲ事務協議 ＪＲと券売機の取

扱について合意

ＨＰ更新：随時 街頭啓発

鉄道の旅、エコポイント：随時
ＩＣＯＣＡ普及キャンペーン

小学生鉄道絵画展

改定案の提案 ＪＲより改定案へ

の回答

随契（現行業者） 長期継続契約

ICOCA普及キャンペーン

４～５月随契

５月入札（６月～長期）
長期継続契約

改正案の提案 改正管理協定の

締結

ＪＲ事務協議 ・ＪＲ事務協議

・内部協議
ＪＲ事務協議

市方針協議

ＪＲとマルス運用

等について合意

ＪＲ事務協議 ・ＪＲ事務協議

・内部決裁
ＪＲ事務協議 ＪＲと券売機の取

扱について合意

ＨＰ更新：随時 街頭啓発

鉄道の旅、エコポイント：随時
ＩＣＯＣＡ普及キャンペーン

小学生鉄道絵画展

改定案の提案 ＪＲより改定案へ

の回答

随契（現行業者） 長期継続契約

ＨＰ更新：随時

鉄道の旅、エコポイント：随時 鉄道絵画展募集

ＪＲへ改定案修正

１提出
ＪＲよし改定案修

正１への回答

最終案についてＪ

Ｒと協議

関連案件について

調整

市の意向につい

てＪＲに打診
協議案件の優先

順を協議

市の意向につい

てＪＲに打診

協議案件の優先

順を協議



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

【冨田人形会館】、【雨森芳洲庵】
今後のあり方について協議を重ねる。
各施設の運営形態等の協議を重ねて、方向性を示せるようにする。

期末
（３月末）

②

【冨田人形会館】
　今後の管理・運営について、指定管理者による伝統民俗文化の伝承や広報活動の強
化による効果的な運営が図れるよう協議を行なった。
【雨森芳洲庵】
　指定管理等への移行について可能性を検討。
【茶わん祭の館】、【北淡海・丸子船の館】
　次期指定管理については、現在の指定管理者により、館運営を行うことに決定。ただ
し、効果的な運営を行なうため、地域の特徴ある文化施設の保存・伝承施設として情報
発信を行い、入館者の増加に努めるよう指導した。

【冨田人形会館】、【雨森芳洲庵】
今後のあり方について、住民組織等との協議。

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

方向性を示す

実績

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

【冨田人形会館】
　今後のあり方について協議中。
【雨森芳洲庵】
　今後のあり方について協議中。
【茶わん祭の館】、【北淡海・丸子船の館】
　平成26年以降、当面の間は非公募の指定管理者による指定管理制度のもと、館運営
を行うことを決定した。

【北淡海・丸子船の館】　指定
管理（他施設との一括による公
募）の方向で、方針を決定を決
定する。

計画 方針の決定

実績

各施設の運営形態等の方向性
を示す

計画

庁内外との協議

実績

【茶わん祭の館】　指定管理
（非公募）の方向で、方針を決
定する。

計画 方針の決定

実績

２月 ３月

・各施設の運営形態等の
方向性・方針に基づき、関
係団体等と具体的な協議
を行う。

３月 【冨田人形会館】　今後のあり
方について、庁内外との協議を
続ける。

計画 庁内外との協議

実績

【雨森芳洲庵】　今後のあり方
について、国友方式移行の方
向で、庁内外との協議を進め
る。

計画

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月 ６月 ７月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 8 プラン名 歴史文化施設の見直し 主な担当課 歴史文化推進室 とりまとめ課 歴史文化推進室



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

BSＶ講座 音訳V講座

年報作成

①

③

②

Ａ．ボランティアの登録者（活動者）数は、業務・おはなし・ブックスタート・音訳・事業合わ
せて130人（3月末）。
Ｂ．４館の特色あるコーナーの充実のほか、各館で時事の話題をとらえた小コーナー
「ピックアップコーナー」の新設により、利用増を図った。ホームページも内容の大幅な見
直しをおこなった。貸出冊数　1,051,471冊（3月末）
Ｃ．「これからの長浜市立図書館のあり方懇話会」を５回開催し、識者や市民から意見を
聴いた。

６館のあり方を含めた運営方針やサービス計画について、検討を継続す
る。

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

貸出人数・貸出冊数ともに、北部のサービスポイント（木之本・余呉・西浅井図書室）では伸びているが、図書館では全館で伸び悩んでいる。限られた資料
費の中で、各館の蔵書構成に欠かせない資料を購入しつつ、新鮮かつ市民が求める資料を十分に取りそろえて、市民にとって魅力ある図書館にするため
の工夫が必要である。

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

③

②

Ａ．音訳ボランティア養成講座は、昨年度に続いて初級の内容で開催中（９月３日～10
月８日・全10回）。16人が受講している。ブックスタート（ＢＳ）ボランティア養成講座は、６
月に４回開催。４人が修了し、７月からＢＳ会場でＢＳボランティアとして活躍中。
業務ボランティアの登録者数　　48人
Ｂ．長浜館にオレンジリボンコーナーと働く気持ち応援コーナーを開設した。季節の小
コーナーや行事等と連動した本の展示コーナーを全館で随時設置している。また、ホー
ムページや市広報で情報発信に努めている。　貸出冊数（６館＋３公民館）　552,966
冊。（昨年度同期比14,637冊減）
Ｃ．現状を把握するため、平成24年度の事業年報作成にあたり、実績を様々な視点で
分析し、また累年の数値を表した。

Ａ．業務ボランティアの継続募集・広報

Ｂ．利用しやすく魅力あるコーナーや棚づくり、啓発活動等を通じ、なお
いっそう情報発信を強化することで、利用増となるよう努める。

Ｃ．さらに多角的に分析を加え、今後の図書館のあり方について検討を
進める。

期末
（３月末）

計画

実績

計画

実績

Ｂ．利用しやすく興味を喚起す
る棚づくりの工夫をし、情報発
信を強化する。

計画

実績

C．現状の正確な把握と検証の
ための資料を作成し、それを踏
まえ検討する。

計画

実績

１２月 １月 ２月 ３月

Ａ．図書館業務に関わるボ
ランティアの登録者総数を
１０人増やす。（H24年度76
人）

Ｂ．貸出冊数を１１５万冊
にする。（H24年度は109万
冊）

C．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。

３月 Ａ．音訳ボランティア養成講座・
ブックスタート（ＢＳ）ボランティ
ア養成講座を開催する。

計画

実績

Ａ．業務ボランティア・事業ボラ
ンティアを募集し登録する。

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

とりまとめ課

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 9 プラン名 図書館の見直し 主な担当課 図書館運営室



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

①

②

Ａ．地方自治法や長浜市予算執行に係る市長の調査等の対象となる法人の範囲を定
める条例等に基づき、出資割合が25％以上の法人について、統一様式により、経営状
況を説明する書類を議会へ提出した。
また、平成24年度の経営状況を市ホームページで公表した。

Ｂ．湖北水鳥ステーションのあり方について検討を行い、今後の方針を決定した。 Ｂ．他の法人のあり方についても、順次検討を行っていく。

期末
（３月末）

①

②

Ａ．地方自治法や長浜市予算執行に係る市長の調査等の対象となる法人の範囲を定
める条例等に基づき、出資割合が25％以上の法人について、統一様式により、経営状
況を説明する書類を議会へ提出した。
また、平成24年度の経営状況を市ホームページで公表した。

Ｂ．湖北水鳥ステーションのあり方について検討を行い、今後の方針を決定した。（施設
譲渡を受けることを目指し、農事組合法人湖北町農産物直売組合を主軸とした出資団
体に変更）

Ｂ．他の法人のあり方についても、順次検討を行っていく。

計画

実績

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果

計画

実績

計画

実績

庁内関係課協議により方向性
を議論

計画

実績

各団体と協議により方向性を
議論

計画

実績

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

Ａ．各法人の経営状況・財
政支援等の状況について
の透明性を確保するた
め、市ＨＰにおいて各法人
の経営状況等を公表す
る。

Ｂ．公共性や効率性等の
観点から、順次、法人のあ
り方についての検討を行
い、方向性を決めていく。

８月

３月

市ＨＰにおいて各法人の経営
状況等を公表

計画

実績

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

外郭団体所管課 とりまとめ課 行政経営改革室

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 10 プラン名 外郭団体の見直し 主な担当課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

②

①

Ａ．市役所力向上プロジェクト「仕事の見直し（Ｓ１）計画」に基づく進捗管理を実施。業務
の外部化により正規職員１人（公共下水・農集排料金）、臨時職員28人（バス運行、給食
センター）を削減。市民協働による地域除雪化：10自治会増（計122自治会申請）、除雪
機械購入補助：４自治会。

Ｂ．計49施設の指定管理者の指定を行った。（新規導入：７施設、更新施設：42施設）
　平成26年４月１日現在の指定管理者導入施設：計87施設

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

②

Ａ．市役所力向上プロジェクト「仕事の見直し（Ｓ１）計画」に基づく進捗管理を実施。

Ｂ．指定管理者選定委員会を設置し、Ｈ26年度から指定管理者制度を導入する１施設
の指定管理者の指定（９月議会）及び指定管理者の更新を行う10施設の指定管理者候
補の選定を行った。

Ａ．計画に基づくアウトソーシングの実施。

Ｂ．12月、３月議会で指定議決予定の施設の指定管理者候補の選定作
業。

期末
（３月末）

計画

実績

計画

実績

計画

実績

２月 ３月

Ａ．市役所力向上プロジェ
クト「仕事の見直し（S１）計
画」に基づき、アウトソーシ
ングを進める。

Ｂ．アウトソーシングの担
い手の育成、支援に取り
組む。

３月

３月

Ａ．市役所力向上プロジェクト
「仕事の見直し（S１）計画」に基
づく進捗管理

計画

実績

Ｂ．指定管理者制度の導入支
援

計画

実績

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月 ６月 ７月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 11 プラン名 アウトソーシングの推進 主な担当課 全庁的取組 とりまとめ課 行政経営改革室



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

②

A．閉園時期を平成26年度末とすることで保護者会と調整済。
　　閉園について保護者会と協議（8/29）。
B．民間保育園の開園により東保育園（定員130人）を閉園し、定員の適正化を図った。
　　待機児童の状況、民間保育園の動向により必要に応じて定員を検討していく。

A．借地返還について貸主との協議。

B．待機児童の状況、民間保育園の動向を把握する。

期末
（３月末）

②

①

A．閉園時期を平成26年度末とすることで保護者会と調整済であり、今年度は閉園に
　あたっての協議を保護者会と行ったほか、平成２６年度保育所入所希望者に入所の
　しおり等により閉園の事前周知を図った。
B．民間保育園の開園により東保育園（定員130人）を閉園し、定員の適正化を図った。
　その後も、待機児童の状況、民間保育園の動向及び次年度の入所申込状況により、
　定員の適正化について継続して検討した。

A．平成26年度末の閉園に向けて手続きを進める。
　　　関係例規の一部改正（平成26年度）
　　　閉園後の園舎解体、借地の返還（平成27年度）

計画

実績

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果

計画

実績

B．待機児童の状況、民間保育
園の動向により定員の適正化
を図る

計画

実績

計画

実績

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

Ａ．大谷保育園を民営化す
る。

Ｂ．公立保育園の定員の
適正化を図る。

３月

４月

A．H26年度末の閉園に向けて
の関係者協議、事務調整

計画

実績

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

幼児課 とりまとめ課

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 12 プラン名 保育園民営化の推進 主な担当課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

入札 納品

②

・除雪機械購入補助金の周知を行い、４自治会（新庄馬場町、池奥町、山の前町、西浅
井町八田部）に補助。
・地域除雪作業委託補助金について、122自治会より申請（92自治会に執行）。
・雪寒期間開始までに予定した除雪機械３台を更新。
・除雪の今後あるべき方向性に関して「あり方検討プロジェクト」を立ち上げ、平成30年
度の最終型を見据えた委託路線の拡充や除雪水準の維持、今後の財政シミュレーショ
ンなどについて、庁内検討を行った。

・除雪体制の検討において、現状の分析と今後の体制のあるべき姿、平
成30年度の最終型などについて一定の議論と方向性は見いだせた。し
かし、今後、職員減少は加速することが予測されており、委託を拡大すれ
ばその分だけ委託料の増加による財政負担は必至であるため、平成26
年度においても引き続き、委託拡大とサービスの維持、適正な財政負担
とのバランスを考慮した検討が必要。

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

③

・除雪機械購入補助金の周知を行い、４自治会（新庄馬場町、池奥町、山の前町、西浅
井町八田部）より補助申請を受けた。
・除雪ドーザ購入（３台）の入札を実施し、雪寒期間開始までの納車に目途が付いた。
・除雪の今後あるべき方向性に関して「あり方検討プロジェクト」を立ち上げ、委託路線
の拡充や除雪水準の維持などについて、庁内検討を開始した。

・自治会アンケートの分析結果を基に、購入補助金制度の拡充方針を定
めたが、議会調整等により本年度の改正は見送ったため、来年度に向け
て再度の方針決定を行う必要がある。
・検討を開始した今後あるべき方向性について、除雪体制の最終型を見
据えた委託路線の拡充方針を定める必要がある。

期末
（３月末）

委託路線の検証、選定
除雪体制のあり方検討

計画

実績

除雪計画の策定 計画

実績

補助制度の周知、受付
・除雪機械購入補助
・地域除雪作業委託補助

計画

実績

除雪車両（ドーザ）の更新
〔浅井地区８ｔ、余呉地区１１ｔ、
高月地区８ｔ〕

計画

実績

２月 ３月

・民間委託路線や市民協
働除雪の拡大、除雪車両
の計画的な更新

３月 除雪機械購入補助活用実績自
治会へのアンケート調査

計画

実績

除雪機械購入補助制度の拡充
に向けた調査、協議

計画

実績

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月 ６月 ７月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 13 プラン名 除排雪事業の民間委託拡大 主な担当課 道路河川課 とりまとめ課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

・市役所力向上プロジェクト「仕事の見直し（Ｓ１）計画」に基づく進捗管理を実施。 ・行政経営システムの検証。

期末
（３月末）

②

・市役所力向上プロジェクト「仕事の見直し（Ｓ１）計画」に基づく進捗管理を実施。同計
画の取組により、正規職員14人、臨時職員22人分の業務改善等を図った。
　また、地域の課題に対して、企画部の調整機能を活かした部局横断的な対応を図ると
ともに、長浜市の一体感ある地域振興を推進するため、平成26年度より支所を企画部
に位置付けた。
　さらに、合併効果を行政サービスに反映するために、行政サービスの質的向上と効率
化を図れる業務を本庁・北部振興局に集約するとともに、支所に配置していた２課を廃
止し、グループ制による機動力のある組織体制に移行した。

計画

実績

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果

計画

実績

計画

実績

計画

実績

計画

実績

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

・新たな行政経営システム
を検証し、見直す。

３月 市役所力向上プロジェクト「仕
事の見直し（S１）計画」に基づく
進捗管理

計画

実績

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

全庁的取組 とりまとめ課 行政経営改革室

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 14 プラン名 新たな行政経営システムの構築、運用 主な担当課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

②

財務４表（普通会計・連結会計）を平成26年３月に公表。

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

進捗評価

所管課評価 実施状況 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

　７月～９月にかけ、公会計担当職員研修に参加し、平成24年度分ワークシートの
入手と、作成方法を学んだ。連結対象の特別会計、企業会計、一部事務組合、三セ
ク会社の所管課にはそれぞれ作成依頼を行い、10月末に回答予定。現在、普通会
計の財務４表を作成中。

　普通会計及び連結会計の財務４表を完成させ、公表すること。

期末

計画

実績

計画

実績

計画

実績

２月 ３月

　前年度決算に基づき財
務４表を作成し、市民への
情報公開を行う。

１２月 公会計整備に関する関係課調
整

計画

実績

財務４表（普通会計・連結会
計）の作成及び公表

計画

実績

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月 ６月 ７月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 15 プラン名 長浜市公会計の整備 主な担当課 全庁的取組 とりまとめ課 財政課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

・8月6日、7日に事務評価委員会を開催。
・9月24日、点検・評価の結果に関する報告書を議会に提出。9月30日、市ホームページ
に掲載し公表。

・H25年度教育振興基本計画実施プランの進捗状況を関係課に照会し、
取りまとめを行う。
・H26年度教育振興基本計画実施プランを作成する。

期末
（３月末）

②

・H25年度教育振興基本計画実施プランの進捗管理。
・H26年度教育振興基本計画実施プランを作成し、教育委員会３月定例会に提出。

Ｈ26実施プランの作成 計画

実績

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果

点検・評価（外部）の実施（Ｈ24
実施プラン）

計画

実績

点検・評価の結果（Ｈ24実施プ
ラン）を議会に提出、公表

計画

実績

Ｈ25実施プランの進捗管理 計画

実績

点検・評価（内部）の実施（Ｈ24
実施プラン）

計画

実績

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

・教育振興基本計画実施
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強
化を図る。

３月 Ｈ25実施プランの公表 計画

実績

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

教育総務課 とりまとめ課

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 16 プラン名 教育行政のマネジメント強化 主な担当課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

②

Ａ．事務分掌の移管（支所⇔本庁）に伴う公用車の所管換を除き公用車５台を所管換え
した。

Ｂ．今年度下期に９台の公用車を購入した。（全て低公害車）

Ｃ．公用車適正化計画による平成25年度削減目標４台のところ、５台を削減した。

公用車適正化計画に基づき引き続き公用車の適正配置に努める。

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

Ａ．事務分掌の移管（支所⇔本庁）に伴う公用車の所管換を除き公用車４台を所管換え
した。

Ｂ．今年度上期に12台の公用車を購入し、うち10台を低公害車とした。

Ｃ．公用車適正化計画による平成25年度削減目標４台のうち、１台を削減した。

Ａ．公用車の所管換え又は共用車化については、今後、公用車（重機等
の特殊な車両を除く）の稼働率の調査を実施し、その結果に基づき実施
する。

Ｃ．下期に３台以上の公用車の削減を目指す。

期末
（３月末）

計画

実績

Ｃ．公用車４台を削減 計画

実績

計画

実績

２月 ３月

・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。

３月 Ａ．公用車の所管換え又は共
用車化

計画

実績

Ｂ．低公害車等の導入 計画

実績

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月 ６月 ７月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 17 プラン名 公用車の適正管理 主な担当課
総務課、各支所地域振興課、教育
委員会

とりまとめ課 総務課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

②

Ａ．予定どおり稼働。

Ｂ．固定資産税の開発がやや遅れ気味であったが、業務調整会議の回数を増やして予
定どおり進めている。

Ｂ．平成26年度稼働開始に向けて引き続きデータ移行やテストを実施す
る。

期末
（３月末）

①

①

Ａ．予定どおり稼働。

Ｂ．３税のシステム開発に着手し、予定どおり稼働。

Ａ．Ｂ　システム稼働後の保守業務について、定例会を開催し、運用管理
等を確実に実施する。

実績

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果

Ｂ．25年度開発システムの開
発開始

計画

実績

Ｂ．業務調整会議の開催 計画

Ｂ．キックオフ会議の開催 計画

実績

Ａ．24年度開発システムの本番
稼働

計画

実績

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

Ａ．国民健康保険、個人住
民税システム等を稼働さ
せる。

Ｂ．固定資産税ほか２税の
システムの再構築に着手
する。

４月

４月

Ａ．Ｂ　全体進捗会議の開催 計画

実績

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

住民情報システム関係各課 とりまとめ課 情報政策課

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 18 プラン名 住民情報システムの最適化 主な担当課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

①

①
①

Ａ．・２つの指定中学校区で小中間の情報交換を行いながら、小中合同授業やプロジェ
クト型外国語活動の実践を行い研究を深めた。
Ｂ．ＡＬＴ29人、ＮＥＩ２人、ＪＴＥ10人とした。
Ｃ．小学６年生が児童英検を受検し、特区平均を上回る結果を出した。

Ａ．次年度カリキュラム作成準備

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

①
②

Ａ．・２つの指定中学校区で小中間の情報交換を行いながら、研究を進めている。
・小中一貫カリキュラムについては、中学校区の研究成果をみて、次年度に検討。
Ｂ．ＡＬＴ29人、ＮＥＩ２人、ＪＴＥ10人とした。
Ｃ．中学３年生が英語能力判定テストを受験した。

Ａ．・授業研究会の計画、実施、運営、協議会
　・次年度の研究指定計画
　・報告書の取りまとめと作成
　・次年度のカリキュラム検討委員会準備
・授業研究会を予定（10月、１月）
Ｃ．・中学１，２年英語能力判定テスト受験（11月）、小学６年児童英検受
験（２月）

期末
（３月末）

計画

実績

今後の英語教育の進め方の検
討（英語教育小中一貫カリキュ
ラム検討も含め）

小中一貫カリキュラム実践研
究校区連絡協議会

計画

実績

小学６年生と中学生に英語検
定の実施

計画

実績

２月 ３月

Ａ．小中一貫英語教育カリ
キュラムを実践研究する。
２年目（～Ｈ２６）

Ｂ．英語講師を、ＡＬＴ29
人、ＮＥＩ２人、ＪＴＥ10人と
する。

Ｃ．小学６年生・中学生全
員が英語検定を受検す
る。

３月

８月

２月

湖北中学校区
推進委員会、または研究授業

計画

実績

杉野中学校区
推進委員会、または研究授業

計画

実績

８月 ９月 １０月 １１月 １２月７月 １月

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月 ６月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 19 プラン名 英語教育推進事業の見直し 主な担当課 教育指導課 とりまとめ課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

（一部）

（一部）

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

投票区の見直しについて、その手法と時期の変更見直しをしたところであるが、全体的な見直し実施時期については、投票率の低下を背景とした投票所増
設の総務省通知もあり、選挙管理委員会としては丁寧に慎重に進めるべきと考えている。平成26年７月の知事選、市議選においては現行のとおり取り組み
を進め、平成27年の県議選前に統合のアウトラインを周知したいと考えている。十分な周知期間をとるため、平成27年４月予定の県議選の次の選挙からの
執行を考えている。

残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

③

投票区の見直し案について、各支所において区域の現状、実情を鑑み素案の検討を
行っている。早期に統合可能な投票区がある場合は、優先して取り組みを進めることと
し、その準備、関係自治会等へ意見照会を行っている。

投票区の全体的見直し案の決定

期末 ③

投票区の見直し案について、各支所において区域の現状、実情を鑑み素案の検討を
行ったが、あらためて全体的な統合の考え方の整理を図ることとする。早期に統合可能
な投票区については、市長選挙から統合を実施した。（３か所→１か所）

市域全域での統合案の検討、決定

実績

進捗評価

所管課評価 実施状況、成果

住民周知（広報等） 計画

実績

計画

投票区見直し案の確定 計画

実績

関係自治会への説明 計画

実績

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

・投票区見直しについて、
選挙管理委員会事務局に
ついて原案を決定し、委員
会案として確定し、関係自
治会への説明・了解を得
る。
Ｈ26夏に予定される知事
選から新たな投票区での
選挙実施を目標とする。

３月 投票区見直し案の決定 計画

実績

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

選挙管理委員会事務局 とりまとめ課

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 20 プラン名 公職選挙の投票区の見直し 主な担当課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

②

・介護認定審査事務の共同処理方式を見直し、事務受託方式への切り替えについて、
引き続き米原市に協議を求めているが、米原市の理解が得られないため、引き続き協
議を続けることとなった。
・湖北広域行政事務センターについては、センターの運営形態のあり方、センター施設
整備基本方針のとりまとめがなされ、本市としては現時点における一部事務組合の廃
止ではなく「施設整備方針⇒施設整備⇒施設運営」が軌道に乗るまで、センター内に管
理者を専任配置する現在の一部事務組合を継続する必要があると考えている。

・平成25年度に引き続き、年度当初より事務受託について米原市の理解
を求めていく。

・「施設整備方針～施設整備～施設運営」が軌道に乗るまでは現行を継
続

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

・介護認定審査事務の共同処理方式を見直し、事務受託方式への切り替えに向けて協
議を進めてきたが、米原市から一旦白紙に戻したいとの申し入れがあった。

・湖北広域行政事務センターについては、新最終処分場の建設までは、現行方式を維
持せざるを得ない。また、「センター施設整備計画・運営形態のあり方検討委員会」の答
申を受け、湖北広域行政事務センター及び環境保全課により、施設整備計画を今年度
中に作成することとなった。

・引き続き、方針に基づく取組を進めるとともに、随時協議・検討を行う。

・施設整備計画を策定を受け、今後の運営方式について見直す契機とす
る。

期末
（３月末）

計画

実績

計画

実績

計画

実績

２月 ３月

・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。

３月 方針に基づく取組の実施 計画

実績

米原市との協議、方針の検討
（随時）

計画

実績

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月 ６月 ７月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 21 プラン名 広域行政のあり方の見直し 主な担当課
防災危機管理課、環境保全課、上
下水道課等

とりまとめ課 企画政策課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

　②

・電子入札説明会実施・・・5月30日（2ヶ所）　44者参加
・電子入札実証実施・・・建設工事は全て電子入札にて執行済
・問題の洗い出し、対策検証・・・ランダム係数を用いた最低制限価格の算出を適用
・入札制度等改善推進委員会　　　（７月末入札から実施）

・工事関係委託の模擬テスト実施・・・10月頃実施予定
・電子入札登録業者数の促進・・・未登録業者への周知徹底
・再入札発生時における事務の停滞・・・スピードアップへの検討

期末
（３月末）

　②

・電子入札実証実施・・・建設工事は全て電子入札にて執行済
・工事関係委託の模擬テスト・・・Ｈ26年３月の一般競争入札にて実施済

・電子入札登録業者数の促進・・・未登録業者への周知徹底
・再入札発生時における事務の停滞・・・再入札を現在の２日後でなく翌
日開札にすることでスピードアップを検討する

実績

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果

問題の洗い出し、対策検証 計画

実績

入札制度等改善推進委員会 計画

電子入札模擬テスト実施
（格付５工種以外の工種及び
工事関係委託）

計画

実績

電子入札実証実施
（全工種及び工事関係委託）

計画

実績

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

・平成２６年度からの本格
運用に向け、電子入札シ
ステム未登録者への周
知、説明会を行い、スムー
ズな制度移行を図る。
継続して問題と課題の整
理を行い、必要な場合は
入札制度の改善を図る。

３月 電子入札説明会実施 計画

実績

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

契約検査課 とりまとめ課

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 22 プラン名 電子入札事業 主な担当課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

②

②

A．異動届書・交付申請書・住基カード申請書の様式の見直しを行った。

B．新庁舎窓口検討ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑを設置
　・新庁舎建設先進地の視察（愛知県小牧市・刈谷市）
　・来庁者への案内・誘導方法について検討
　・関係課の連係業務の効率化について検討
　・窓口検討状況中間報告

A．不具合のあるところは、随時見直しを実施。

B．検討課題の整理と方針の決定を行う。

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

③

Ａ．異動届書・交付申請書・住基カード申請書の見直しを行った。

Ｂ．総合窓口を導入している蒲郡市役所に先進地視察を行った（9/26）。
・窓口形態について、対象とするエリア、システムを検証した。
・長浜市住民情報システム再構築プロジェクトチームにおいて、総合窓口案内システム
のデモンストレーションの実施。
・窓口案内（導線）を検討するための関係課業務のヒアリングを実施。

Ａ．.不具合のあるところは、随時見直しを実施。

Ｂ．視察先進地（２箇所目）の選定、視察の実施（11、12月）。
・関連課と新庁舎グランドオープンに向けた、窓口業務の形態について調
整。

期末
（３月末）

計画

実績

Ｂ．窓口形態の検討＆関連課
調整

計画

実績

計画

実績

２月 ３月

Ａ．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。

Ｂ．総合窓口のあり方につ
いて検討を進める。

１２月

１０月

Ａ．新システムに合わせた事務
手順の見直し＆実施（対象：市
民課業務）

計画

実績

Ｂ．新システム機能としての「窓
口支援システム」導入研究

計画

実績

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月 ６月 ７月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 23 プラン名 総合窓口の導入 主な担当課 窓口業務担当課 とりまとめ課 市民課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

③

繰上償還の実施については、事業精査の結果、3月に実施することで各金融機関と
調整を行った。地方債の計画的な発行については、9月に平成32年度までの公共施
設整備再編計画の各課ヒアリングを行い、今後の地方債の借入額の見当をつけ
た。

繰上償還に伴って相対での借入が必要であり、その借入事業を繰上償還実
施までに見当をつける。地方債計画については平成26年度予算編成作業の
中で借入額をさらに精査し、繰上償還を加味して、地方債計画を作成する。

期末 ②

繰上償還については、3月に全て実施。地方債の計画については、予算編成時に作
成した。

計画

実績

進捗評価

所管課評価 実施状況

計画

実績

平成26年度予算編成において
地方債計画を策定

計画

実績

計画

実績

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

平成24年度に策定した繰
上償還計画の確実な実施
と地方債の計画的な発行
により地方債残高を削減
する。

２月 繰上償還の実施 計画

実績

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

地方債関係課 とりまとめ課 財政課

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 24 プラン名 地方債の適正管理 主な担当課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

②

別紙：NO25 「収納率の向上」取組実績及び成果一覧（期末報告）のとおり

期末
②

②

計画

実績

計画

実績

計画

実績

２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。

３月

３月

Ａ．収納率の維持・向上、未収
金額の削減

計画

実績

Ｂ．新たな手法の導入、事務ﾌ
ﾛｰの検討・確立、県等との連
携

計画

実績

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月 ６月 ７月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 25 プラン名 収納率の向上 主な担当課

全庁的取組
保険医療課、税務課、滞納整理課、高
齢福祉介護課、建築住宅課、上下水道
課、幼児課、市立長浜病院医事課、湖
北病院医事課、介護老人保健施設

とりまとめ課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

①

②

①

Ａ．長浜水道企業団との協議により、上水道事業の料金見直し（料金の適正化）につい
ては、長浜水道企業団への統合（平成27年度）以降に、長浜水道企業団において検討
することに決定。
Ｂ．簡易水道事業審議会：平成25年10月30日に第１回審議会を開催、現地視察を含め
計6回の審議を重ね、料金統一に向けた答申書を平成26年3月24日に受理。
Ｃ．公共下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料、上水道料金及び簡易水道料
金について、外税表示として消費税増税分を転嫁する条例改正を行った。

Ｂ．料金統一に伴う改正条例の提案を平成26年６月議会に予定。

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

①

③

②

Ａ．長浜水道企業団との協議により、上水道事業の料金見直し（料金の適正化）につい
ては、平成27年度に予定の長浜水道企業団への統合以降に、長浜水道企業団におい
て検討することとなった。

Ｂ．簡易水道事業審議会で協議する簡易水道中期経営計画は作成済。

Ｃ．計画なし。

Ｂ．10月以降、審議会の開催（概ね５回程度）を予定。

Ｃ．国の動向を踏まえて、10月以降の対応とする。。

期末
（３月末）

Ｃ．各使用料消費税率改正 計画

実績

Ｃ．条例改正議会提案 計画

実績

Ｂ．簡易水道事業審議会
　経営計画　審議

計画

実績

Ｂ．条例改正議会提案 計画

実績

２月 ３月

Ａ．木之本・高月水道事業
経営について、料金の適
正水準を検討する。

Ｂ．簡易水道使用料につ
いては、料金体系の統一
を検討する。

Ｃ．平成26年4月からの消
費税法改正に伴う消費税
処理を検討する。

１２月

３月

３月

Ａ．木之本高月水道事業審議
会
　経営計画　審議

計画

実績

Ａ．条例改正議会提案 計画

実績

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月 ６月 ７月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 26 プラン名 上下水道料金の見直し 主な担当課 上下水道課 とりまとめ課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

・幼稚園保育料の段階的無償化を国で検討されており、その動向に留意し情報収集を
行っている。

・国の動向や他市の状況について、引き続き情報収集を行う。

期末
（３月末）

②

・幼稚園保育料の段階的無償化が国で検討されているほか、平成27年度からの子ども
子育て新制度においても幼稚園保育料の議論がなされており、その動向に留意すると
ともに、他市の状況について情報収集を行った。（幼稚園保育料の改定は、平成23・24
年の２年間に実施済）

計画

実績

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果

計画

実績

計画

実績

計画

実績

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

・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。

３月 適正な金額設定についての情
報収集、検討

計画

実績

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

幼児課 とりまとめ課

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 27 プラン名 幼稚園保育料の適正化 主な担当課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

②

・公社保有地１件（面積：30.07㎡　売却金額851,000 円）を売却処分した。
・高月の旧農産物加工施設を社会福祉法人に譲与処分した。
・高月支所の空きスペースに子育て支援センターほか３施設を移転・集約した。
・湖北の未利用地１件（面積：900㎡　貸付金額135,000 円／年）を太陽光発電事業用地
として貸付した。
・公有財産利活用推進本部で未利用財産について利活用方を検討した。（方針決定11
件）

・引き続き、新規に売却又は貸付の対象となる未利用財産をリストアップ
し、公有財産利活用推進本部で利活用方針を決定する。

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

・今年度上期に公社保有地を含む未利用地５件（面積：870.81㎡　売却金額32,971,970
円）を売却処分した。

・支所の空きスペースの有効活用について検討をした。

・公有財産利活用推進本部で未利用財産について利活用方針を検討した。（方針決定
１件）

・新規に売却又は貸付の対象となる未利用財産をリストアップし、公有財
産利活用推進本部で利活用方針を決定する。

期末
（３月末）

不落物件の随時募集 計画

実績

行政財産の余裕床及び余裕敷
地の貸付け

計画

実績

入札参加申込受付 計画

実績

入札執行 計画

実績

２月 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。

３月 新規入札物件の鑑定評価 計画

実績

公有財産審議会の開催 計画

実績

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月 ６月 ７月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 28 プラン名 未利用財産の利活用 主な担当課 全庁的取組 とりまとめ課 行政経営改革室



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

①

交付事務関連
・補助金の適正執行について通知（5月）
・補助金の目的適合性について各課意見照会（6,7月）
・意見とりまとめ部局主管課長会議報告（8月）
・監査委員報告（9月）
内部統制関連
・関係団体出納事務調査（6月～）

補助金の点検・整理
予算編成にあわせて補助金の点検・整理を行う。

内部統制体制の検討
出納事務調査結果を踏まえ、内部統制のあり方の検討を進める。

期末 ②

補助金の点検・整理
・予算編成過程のなかで、新規補助金の要綱制定を中心に、補助金の適正化が図
られるよう点検を行った。

内部統制体制の検討
次期行政改革大綱の主要テーマとする。

計画

実績

進捗評価

所管課評価 実施状況

計画

実績

補助金の点検・整理 計画

実績

「内部統制」の検討 計画

実績

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

補助金ガイドラインに基づ
き、補助金等を順次見直
す。

３月 交付事務における審査方法・
体制の検討

計画

実績

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

全庁的取組 とりまとめ課 財政課

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 29 プラン名 補助金等制度の見直し 主な担当課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

②

・ごみの減量化及びリサイクルの推進について、広報紙やチラシによる啓発を行った
他、環境推進員の協力によりごみの分別の徹底を図った。
・湖北広域行政事務センターの集計によると、可燃ごみの処理量は若干増加しているも
のの、組成分析をみると、生ごみの構成比が約半分に減少している。抽出ごみにより誤
差はあるものの、一定の成果があったと思われる。

・ごみの減量化とリサイクルの推進に向け、継続的な啓発活動が必要と
考える。

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

③

・生ごみの減量化に向け、３つの"キリ"（使いキリ、食べキリ、水キリ）の推進に取り組む
とともに、ゴミの減量化に向け広報紙（毎月連載）及びごみ減量化パンフレットの配布に
より啓発を行った。
・また、地域の環境推進員の協力の下、ゴミの分別の徹底を図った。

・ごみ減量化及びアイデア等について、継続して広報紙により啓発する。
・また、出前講座に加え、イベントや説明会等を活用し、生ごみの減量及
び分別の徹底について啓発する。

期末
（３月末）

計画

実績

計画

実績

計画

実績

２月 ３月

・可燃ごみ（特に生ごみ）
の減量化について、処理
量から検証しながら継続
的な啓発に取り組む。

３月 ごみの減量化及びアイデア等
を広報紙の連載で啓発

計画

実績

パンフレット及び広報紙による
啓発の検証（可燃ごみの処理
量）

計画

実績

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月 ６月 ７月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 30 プラン名 ごみの減量化・適正処理対策の見直し 主な担当課 環境保全課 とりまとめ課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

計画策定

計画策定

活動計画策定

交付決定 実績報告

第１回交付 第２回交付 第３回交付 最終交付

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

・福祉関係懇談会（福祉団体）へのヒアリングを実施し、実態の把握、今後の支援・連携
を検討して活動計画素案を策定中。
・今年度の補助金交付の条件として地域福祉活動計画の平成25年度暫定版を社会福
祉協議会が作成。
・上記に基づき、補助金交付決定をし、4回分割払いのうち２回分を交付済み。

期末
（３月末）

②

・長浜市地域福祉計画(平成25年1月策定)と連携した長浜市地域福祉活動計画を社会
福祉協議会が策定(平成26年2月)。
・平成25年度の補助金は地域福祉活動計画の平成25年度暫定版に基づき、交付決
定。
・平成25年度交付金は116,048千円、前年比▲4,000千円

計画

実績

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果

計画

実績

Ｂ　地域福祉活動計画の前段
となるＨ２５年度活動計画を策
定する。

計画

実績

Ｃ　上記Ｈ２５年度活動計画に
基づく補助金交付

計画

実績

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

・社協が取り組むべき地域
福祉事業を明確にして、社
協事業に対する補助金を
精査する。

３月 Ａ　地域福祉計画の策定を踏
まえ、社会福祉協議会が地域
福祉活動計画を策定する。

計画

実績

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

社会福祉課 とりまとめ課

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 31 プラン名 社会福祉協議会への運営補助金の見直し 主な担当課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

交付決定 実績報告

第１回交付 第２回交付

②

・新たな補助基準（平成23年度策定）に基づき、補助金を交付。

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

・新たな補助基準（平成23年度策定）に基づき、補助金の交付決定を行い、２回分割払
いのうち１回分を交付済み。

期末
（３月末）

計画

実績

計画

実績

計画

実績

２月 ３月

新たな補助基準（平成23
年度策定）に基づき、補助
金額を算定する。

３月 新たな補助基準（平成23年度
策定）に基づく補助金の交付

計画

実績

計画

実績

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月 ６月 ７月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 32 プラン名 老人クラブ連合会への運営支援の見直し 主な担当課 高齢福祉介護課 とりまとめ課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

総会 意見交換会

交付決定 実績報告

第１回交付 第２回交付 第３回交付

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

・新たな補助基準（平成23年度策定、国庫補助基準額と同等）に基づき、補助金の交付
決定を行い、３回分割払いのうち２回分を交付済み。
・センターの健全運営に向けた協議を随時実施し、８月には、理事長等役員と意見交換
会を行った。

期末
（３月末）

②

・新たな補助基準（平成23年度策定、国庫補助基準額と同等）に基づき、補助金を交
付。
・国政動向を踏まえ、次年度事業の協議を行った。

計画

実績

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果

計画

実績

新たな補助基準（平成２３年度
策定、国庫補助基準額と同等）
に基づく補助金の交付

計画

実績

計画

実績

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

・組織体制のスリム化や事
務職員の効率化など、合
併のスケールメリットを活
かした経営効率の改善を
促し、補助金を国庫補助
基準額と同額にする。

３月 経営効率の改善に向けた協議 計画

実績

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

高齢福祉介護課 とりまとめ課

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 33 プラン名 シルバー人材センターへの運営支援の見直し 主な担当課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

交付決定 実績報告

合併検討会の立ち上げ

交付決定 総会 実績報告

②

②

②

Ａ．新基準に基づき補助金を交付し、平成22年度に比べ平成25年度は5,585千円削減し
た。
Ｂ．東浅井4商工会合併促進協議会が6回、正副会長会議が4回、各開催され、平成27
年4月1日合併が決まり、補助対象組織が３つ減ることとなった。
Ｃ．産業創造センターの建設要望が提案され、地域企業全体の合同研修会が3回、学
生面接会では地域企業59社が参加され地域経済団体の連携と活性化が図られた。

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

②

②

Ａ．４月に交付決定。

Ｂ．東浅井四商工会合併促進協議会を３回開催（６月１４日、７月２６日、９月１９日）。

Ｃ．４月に交付決定。

Ａ．実績の確認、補助金の交付。

Ｂ．東浅井四商工会合併法定協議会の設立。

Ｃ．実績の確認、補助金の交付。

期末
（３月末）

計画

実績

Ｃ．長浜ビジネスサポート協議
会への補助金交付

計画

実績

計画

実績

２月 ３月

Ａ．新たな算定基準に基づ
き補助金を交付する。（削
減緩和３年目。Ｈ２２年度
比△２０％を限度）
　
Ｂ．商工会の大同合併に
向けた取組を促す。

Ｃ．長浜ビジネスサポート
協議会への補助金交付

３月

３月

Ａ．新基準に基づく補助金交付 計画

実績

Ｂ．商工会合併に向けた取り組
み

計画

実績

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月 ６月 ７月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 34 プラン名 商工振興事業補助の見直し 主な担当課 商工振興課 とりまとめ課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

①

②

②

Ａ．高月、余呉、西浅井支所の料金業務を北部振興局に集約。

Ｂ．北部振興局上下水道課と水道企業団との間で、料金システム統合に向けて調整を
開始。
　　長浜市と水道企業団との間で料金徴収事務の委託に係る規約について協議。

Ｃ．長浜市下水道ビジョン策定業務　９月24日契約締結。
　　長浜市下水道ビジョン策定に係る資料整理（６月～）

Ｂ．平成26年５月末日　　料金システム構築、移行データ確認。
　　平成26年３月議会　　規約の制定、県知事報告。

Ｃ．平成26年９月～　下水道ビジョンの素案協議（策定委員会）。

期末
（３月末）

①
②

②

Ａ．高月、余呉、西浅井支所の料金業務を北部振興局に集約。
Ｂ．.システム統合については、統合スケジュールに基づき順調に処理。
　長浜市と水道企業団との間における料金徴収事務の委託に係る規約について、12月
議会に提案、議決後、団体長の協議を行い、1月1日に規約の告示、知事あて委託の届
出を行った。
Ｃ．接続にかかる施工方法、概算事業費の協議を行い、地区別整備計画における優先
順位の方向付けを行った。

Ｂ．平成26年５月末日　　料金システム構築、移行データ確認。

Ｃ．平成26年９月～　下水道ビジョンの素案協議（策定委員会）。

実績

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果

Ｃ．流域下水道への農業集落
排水の接続等の再編に向けて
ビジョン策定の方針付け

計画

実績

計画

Ｂ．北部振興局管内の上下水
道料金データを長浜水道企業
団システムに移行（運用 H26.6)

計画

実績

Ｂ．下水道使用料及び統合前
の水道料金の徴収事務の企業
団委託規約制定

計画

実績

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

Ａ．北部振興局管内の上
下水道料金部門を北部振
興局へ集約する。

Ｂ．地域水道ビジョンの経
営統合方針に基づき、長
浜水道企業団への統合準
備を進める。

Ｃ．長浜市下水道ビジョン
の策定方針を進める。

４月

３月

３月

Ａ．高月、余呉、西浅井支所の
料金部門を北部振興局に集約

計画

実績

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

上下水道課 とりまとめ課

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 35 プラン名 上下水道事業の経営再編 主な担当課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

①

①

①

Ａ．経営アドバイザー派遣　平成25年10月10～11日　公認会計士　大恵康宏氏
　　事業報告書提出（助言内容：下水道事業経営統合と企業会計化は適時に行うこと）

Ｂ．資産台帳作成業務　平成26年３月20日　成果物引渡　検査完了

Ｃ．農業集落排水事業　法適化移行後の経営計画を策定

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

②

②

Ａ．経営アドバイザー派遣申請　平成25年４月30日
　　　　　　　　　　　　 派遣決定　平成25年６月24日
　　事業計画書　事前資料の作成（６月～）

Ｂ．資産台帳作成業務　平成25年６月18日契約締結

Ｃ．整備済地区の資産整理、減価償却費の算定（６月～）

Ａ．経営アドバイザー派遣　平成25年10月10・11日

Ｂ．履行期間　平成26年３月14日

Ｃ．農業集落排水処理施設資産評価、台帳整理

期末
（３月末）

計画

実績

Ｂ．農業集落排水施設
（長浜、浅井地区）
　資産台帳作成業務

計画

実績

Ｃ．整備した資産台帳を基に、
企業会計移行後の経営計画策
定

計画

実績

２月 ３月

Ａ．法適化に向け、経営ア
ドバイザーの派遣を要請
し、移行計画策定等の助
言を受ける。

Ｂ．農業集落排水事業（長
浜、浅井地区）の資産台帳
の整備を開始する。

Ｃ．下水道事業の法適化
に向け、企業会計移行後
の経営計画の策定を進め
る。

３月

３月

３月

Ａ．経営アドバイザー派遣事業
　対象：下水道事業

計画

実績

Ｂ．農業集落排水施設
（長浜、浅井地区）
　資産台帳整備資料収集

計画

実績

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月 ６月 ７月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 36 プラン名 上下水道事業の地方公営企業法適用 主な担当課 上下水道課 とりまとめ課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

・「長浜市病院事業基本計画」に基づく取組は進行中。
・「長浜市病院事業改革プラン」に基づく取組は、８月１日に第三者評価を仰ぐ評価委員
会を開催し、平成２４年度の決算・取組内容について報告した。

・各事業の進捗状況確認のためにヒアリングを実施。
　（平成25年度内に適宜実施）
・改革プランについては、平成25年度第２回目の評価委員会を平成25年
11月25日に開催し、中間報告を行う。

期末
（３月末）

②

・「長浜市病院事業基本計画」に基づく取組は進行中。また、各科（課）の進捗状況はヒ
アリングにより把握し、適宜院長指示を実施した。計画最終年度となる平成26年度の取
り組み内容に関しても各科責任部長へ確認を行い、取りまとめた。
・「長浜市病院事業改革プラン」に基づく取組は、８月１日に第１回評価委員会を開催
し、平成24年度総括に関する第三者評価を受けた。また、11月25日には第２回評価委
員会において、平成25年度の決算見込及び取組について報告し、評価を受けた。（内容
は病院ホームページで公開）

計画

実績

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果

計画

実績

計画

実績

計画

実績

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

・「長浜市病院事業基本計
画」、「長浜市病院事業改
革プラン」に基づき、取組
を進める。

３月 基本計画・改革プランに基づく
取組の実施

計画

実績

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

長浜病院経営企画課
湖北病院管理課

とりまとめ課 長浜病院経営企画室

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 37 プラン名 病院事業の持続可能な経営 主な担当課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

②

Ａ．Ｂ．Ｃ
　地域の課題に対して、企画部の調整機能を活かした部局横断的な対応を図るととも
に、長浜市の一体感ある地域振興を推進するため、平成26年度より支所を企画部に位
置付けた。
さらに、行政サービスの質的向上と効率化を図れる業務を本庁・北部振興局に集約す
るとともに、支所に配置していた２課を廃止し、グループ制による機動力のある組織体
制に移行した。
（支所職員総数　平成25年度：計130人（正規108人）→平成26年度：計96人（正規81人）

Ｄ　平成26年４月から、高月支所に子ども療育センターいちご園と子育て支援センター
　　あいあいらんどを集約し、庁舎の有効活用を図った。

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

Ａ．北部振興局及び支所の事務内容及び職員体制の調査を実施。

Ｄ．４月１日から、湖北支所の一部を長浜市社会福祉協議会に貸付けた。
　　７月から、西浅井支所の一部を市民に開放し、施設の有効活用を図った。

Ｂ．Ｃ．ヒアリングを通じた組織機構編成、支所のあり方についての検討。

Ｄ．老朽化している支所庁舎の移転や余裕空間がある支所庁舎の有効
活用を進めていく。

期末
（３月末）

計画

実績

Ｃ．組織機構編成 計画

実績

Ｄ．支所庁舎の見直しの実施 計画

実績

２月 ３月

・本庁・北部振興局へ事務
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。

３月 Ａ．関係機関協議等 計画

実績

Ｂ．組織・定数ヒアリング 計画

実績

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月 ６月 ７月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 38 プラン名 本庁と支所の見直し 主な担当課 全庁的取組 とりまとめ課 行政経営改革室



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

・市役所力向上プロジェクト「仕事の見直し（Ｓ１）計画」に基づく進捗管理を行うなかで、
一部、来年度組織編成に関わる案件について、原課と意見交換を行った。

・組織定数ヒアリングの実施、組織機構の編成。

期末
（３月末）

②

「長浜の希望の未来を進取果敢に切り拓く」ための課題事業の推進強化と合併効果を
行政サービスの向上に結実させるための組織改編を実施した。
・課題事業の推進強化　　（行政経営改革室、すまい政策推進室等の設置）
・地域課題への的確な対応及び北部地域の振興体制の強化　（支所を企画部に配置、
北部振興局の体制強化等）
・合併による行政サービスの質的向上と事務の効率化の推進　（支所事務の本庁・北部
振興局への集約、支所の課の廃止等）
・教育委員会事務局の組織体制の充実　（教育改革推進室の設置等）

計画

実績

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果

計画

実績

組織機構編成 計画

実績

計画

実績

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

・組織機構の再編、整備に
ついて検討を進めるととも
に、新たな行政課題や市
民ニーズに迅速に対応す
るため、必要な組織再編
等を弾力的に実施する。

３月 組織・定数ヒアリング 計画

実績

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

全庁的取組 とりまとめ課 行政経営改革室

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 39 プラン名 組織機構の再編・整備 主な担当課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

②

・定員適正化計画に基づく職員採用を実施。
　　新規採用者
　　一般事務職：15人、専門職：２人、幼児教育職：17人、文化財技術者：２人

・対前年度比、正規職員17人削減

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

・定員適正化計画に基づく職員採用試験の実施。
　一般事務職　15人程度
　　１次試験　7/28、2次試験　8/31、3次試験　9/21
　幼児教育職　新規15人程度、経験者8人程度
　　1次試験　7/28、2次試験　9/8、9/29
　専門職等　1次試験　9/22、2次試験　11/2

・専門職試験、選考委員会の開催。
・組織定数ヒアリングの実施。

期末
（３月末）

計画

実績

計画

実績

計画

実績

２月 ３月

・職員数の適正化と総人
件費の抑制に取り組む。

３月 Ａ．定員適正化計画を踏まえた
職員採用の実施

計画

実績

Ｂ．組織定数の見直し 計画

実績

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月 ６月 ７月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 40 プラン名 職員数の適正化と総人件費の抑制 主な担当課 全庁的取組 とりまとめ課 人事課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

②

②

Ａ．目標管理制度説明会・目標管理研修（５月）、目標設定・当初面談（５～６月）、中間
面談（９月～１０月）の開催。

Ｂ．他市の事例研究等の実施。

Ｃ．メンバーの選出・キックオフ（５月）、グループワークの実施（５月～）、中間報告会の
実施（９月）。

A．評価者等研修、期末面談、人事評価の実施。

Ｂ．他市の事例研究等の実施。

Ｃ．プレゼンテーション（11月）の実施。

期末
（３月末）

①

①

①

A.　期末面談、人事評価の実施

B.　人事担当者会議等で、他市担当者との情報交換を行った。

Ｇ　職員3チームによる政策提案を実施。政策形成能力とチーム力を高めることができ
た。

計画

実績

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果

　 計画

実績

計画

実績

Ｂ．能力重視に基づく「新たな
人事制度」の検討

計画

実績

Ｃ．政策形成研修（政策提案ト
ライアル）の実施

計画

実績

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

Ａ．目標管理の精度を高
め、着実な運用を図る。

Ｂ．「新たな人事制度」の
段階的導入の検討・準備
を行う。

Ｃ．職員研修の充実等

３月 Ａ．平成２５年度目標管理制
度・人事評価制度の運用

計画

実績

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

全庁的取組 とりまとめ課 人事課

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 41 プラン名 人材育成の推進 主な担当課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

③

・協働推進会議の開催（3/26） ・協働事業評価制度の確立

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

協働事業評価制度の検討に時間を要した。
引き続き検討を行い、平成26年度上半期を目途に協働事業の評価を実施する予定。

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

③

・協働推進チーム会議の開催（6/3）。
・協働推進会議の開催（6/21）。
・協働の取組結果調査のとりまとめ（6月～7月）。

・協働推進本部等の開催（2～3回）。
　※取組成果の公表、来年度事業の検討、評価制度の作成
・協働推進会議の開催（2回）。
　※取組成果の公表方法の検討、協働事業評価制度の検討・まとめ

期末
（３月末）

計画

実績

計画

実績

評価制度の検討・確立 計画

実績

２月 ３月

・協働による取組を着実に
実施していくとともに、評価
方法等を検討・確立する。

３月 推進本部の開催 計画

実績

推進会議の開催 計画

実績

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月 ６月 ７月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 42 プラン名 協働・連携によるまちづくりの推進 主な担当課 全庁的取組 とりまとめ課 市民協働推進課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

②

・地域づくり計画策定（1地区；伊香具）。
・地域提案型モデル事業の審査･選定（2事業）。
・地域支援担当職員の配置（17協議会、33人）。
・事務局人件費の支援（12協議会）。

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

・地域づくり計画策定支援を実施中（2地区；伊香具、木之本）。
・地域提案型モデル事業の募集開始（9/20から）。
・地域支援担当職員の配置（17協議会、33人）。
・事務局人件費の支援（11協議会）。

・地域づくり計画の策定支援（3月）。
・地域提案型モデル事業の募集締切（10月末）。
・地域提案型モデル事業の協議・審査（11～12月）。
・地域支援担当職員の配置継続。
・地域支援担当職員の調整会議の開催（10月）。
・事務局人件費の支援（10～3月）。

期末
（３月末）

実績

計画

実績

　 　 　

実績

事務局人件費の支援
（８協議会）

計画 　 　 　 　

地域提案型モデル事業 計画

実績

地域支援担当職員の配置
（17協議会）

計画 配置

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

・地域づくり協議会の運営
や体制の充実に向けた取
組を行う。

３月 地域づくり計画策定支援
（２地区）

計画

実績

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

全庁的取組 とりまとめ課 市民協働推進課

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 43 プラン名 地域づくり協議会の設立・活動支援 主な担当課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

①

②

Ａ．市民満足度調査を実施し、結果報告書を取りまとめた。
　　調査対象：5,000人、回収率：38.2％

Ｂ．第１回まちづくり100人委員会を開催。
　　6月29日、テーマ「地域エネルギー」

Ｂ．残り２回の委員会の実施。（2テーマ）

期末
（３月末）

①

②

Ａ．完了

Ｂ．第１回まちづくり100人委員会を開催。
　　6月29日、テーマ「地域エネルギー」
　　3月27日、テーマ「これからの100人委員会について」

計画

実績

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果

Ｂ．3回開催 計画

実績

Ａ．調査票回収・分析 計画

実績

Ａ．調査結果報告 計画

実績

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

Ａ．市民モニター制度の運
用を開始する。（市民満足
度調査を実施する）

Ｂ．長浜まちづくり100人委
員会の開催

１０月

３月

Ａ．調査票配布 計画

実績

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

全庁的取組 とりまとめ課 企画政策課

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 44 プラン名 市民参画の推進 主な担当課



平成２５年度　行政改革アクションプラン進行管理表　（期末報告）

①

①

①

Ａ．ホームページの見直し　10月15日に完了。
Ｂ．市民協働によるインターネット広報。
　毎週水曜日21:00～22:00にユーストリームを媒体としたインターネット広報番組「スタジ
　オこほく」を配信。
　市としては、①報道機関提供資料をスタジオこほくに提供、②ケーブルテレビで番組配
　信③毎月第2・４水曜日は、市職員自ら番組に出演し市政情報を紹介
Ｃ．ソーシャルメディアによる広報　Facebookを通じて市民活動やまちの様子を毎日配
信。

進捗評価が「③又は④」の場合、その理由と今後の見通
し

進捗評価

（所管課評価） 取組実績及び成果 残っている作業、手続き等

中間
（９月末）

②

②

②

Ａ．ホームページの見直し　10月15日に完了予定。
Ｂ．市民協働によるインターネット広報。
　毎週水曜日21:00～22:00にユーストリームを媒体としたインターネット広報番組「スタジ
　オこほく」を配信。
　市としては、①報道機関提供資料をスタジオこほくに提供、②ケーブルテレビで番組配
　信③毎月第2・４水曜日は、市職員自ら番組に出演し市政情報を紹介
Ｃ．ソーシャルメディアによる広報　Facebookを通じて市民活動やまちの様子を毎日配
信。

期末
（３月末）

計画

実績

計画

実績

Ｃ．ソーシャルメディアによる広
報
Facebook活用による広報

計画

実績

計画

実績

２月 ３月

Ａ．.ホームページの見直し

Ｂ．市民協働によるイン
ターネット広報

Ｃ．ソーシャルメディアによ
る広報

１２月

３月

３月

Ａ．ホームページの見直し
デザインの見直し、カテゴリー
の整理、スマホ対応　など

計画

実績

Ｂ．市民協働によるインター
ネット広報
スタジオこほくと連携した広報

計画

実績

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

取組目標 目標達成のため
の具体の取組

工　　　　　　　　　　　　　　程

項　　目 目標月 ４月 ５月 ６月 ７月

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 45 プラン名 広報事業の見直し 主な担当課 全庁的取組 とりまとめ課 市民広報室



【別紙】　N025「収納率の向上」取組実績及び成果一覧（期末報告）

建築住宅課

■公営住宅家賃
収納率　　：現年分　99.10％　　（前年度同期：98.79％）
　　　　　　滞繰分　 7.89％　　（前年度同期：11.24％）
未収金額　：現年分　   815千円 （前年度同期： 1,133千円）
　　　　　　滞繰分　27,473千円 （前年度同期：41,965千円）

■住宅貸付金
収納率　　：現年分　93.93％　　（前年度同期：94.89％）
　　　　　　滞繰分　 3.55％　　（前年度同期： 4.98％）
未収金額　：現年分　  2,245千円（前年度同期：  1,983千円）
　　　　　　滞繰分　223,246千円（前年度同期：255,198千円）

Ａ．市営住宅等家賃滞納整理マニュアルに基づき、次の事項を実施。①毎月の文書督促、催告の実
施、②本人招致による面談催告、③連帯保証人を通じた催告指導の実施。
Ｂ．公金の債権回収業務の官民連携手法を参考にし、債権回収・整理に向け新たな手法の導入の検
討、マニュアルの見直しの実施。

②

②

高齢福祉介護課

■介護保険料
収納率：　現年分　99.41％   （前年度同期：99.32％）
　　　　　滞繰分　23.36％ 　（前年度同期：20.93％）
未収金額：現年分　11,290千円（前年度同期：12,571千円）
　　　　　滞繰分　12,364千円（前年度同期： 9,837千円）

Ａ．訪問徴収や口座振替の推進等による、未収金の回収は計画通り推進し、5,106,431円を徴収。
Ｂ．定期夜間徴収の実施。

②
②

保険医療課

■後期高齢者医療保険料
収納率　：現年分　99.75％　　（前年度同期：99.78％)
　　　　　滞繰分　70.99％　　（前年度同期：79.59％)
未収金額：現年分　2,192,678円（前年度同期：1,871,674円)
　　　　　滞繰分　　708,363円（前年度同期：　609,359円)

Ａ．①電話、訪問により納付指導を実施、②新規滞納者を中心に定期的に催告通知を送付。
Ｂ．①平成25年4月からコンビニ収納を開始、②対象者の追加捕捉による特別徴収開始時期の早期
化の実施。

②
②

滞納整理課

■市税（滞繰分）
収納率　：20.35％　　（前年度同期：21.93％）
未収金額：544,586千円（前年度同期：536,068千円）
■国民健康保険料（滞繰分）
収納率　：16.46％　　（前年度同期：16.35％）
未収金額：366,203千円（前年度同期：384,865千円）

Ａ．滞納処分（差押え）により、市税50,288千円（975件）、国保料24,250千円（458件）を徴収。
Ｂ．①県と合同捜索チームの協定を締結し、職員を派遣、②県東北部県税事務所と職員短期派遣協
定を締結し、県と連携して滞納整理を実施、③「長浜市債権管理条例」を制定。（平成25年10月１
日施行）

②
②

税務課

■市税（現年分）
収納率　：98.90%　　 （前年度同期：98.75%）
未収金額：187,612千円（前年度同期：214,704千円）

■国民健康保険料（現年分）
収納率　：93.73%　　 （前年度同期：93.23%）
未収金額：175,159千円（前年度同期：191,127千円）

Ａ．①個人住民税に係る特別徴収の推進（実施事業所の拡大）
    ②口座振替の推進（推奨通知）
Ｂ．①納付方法の多様化についての検討
    ②税務協議会を通じた賦課徴収事務にかかる県、市、町との連携

②
②

目標達成のための具
体の取組

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、事務フローの検討・確立、県等との連携

課　　　名 取組実績及び成果 所管課評価

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 25 プラン名 収納率の向上 主な担当課

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、建築住
宅課、上下水道課、幼児課、市立長浜病院医事課、湖北病院
医事課、介護老人保健施設



【別紙】　N025「収納率の向上」取組実績及び成果一覧（期末報告）

目標達成のための具
体の取組

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、事務フローの検討・確立、県等との連携

課　　　名 取組実績及び成果 所管課評価

ﾌﾟﾗﾝＮＯ． 25 プラン名 収納率の向上 主な担当課

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、建築住
宅課、上下水道課、幼児課、市立長浜病院医事課、湖北病院
医事課、介護老人保健施設

介護老人保健施設

■老人保健施設療養収入
収納率　：現年分 100.0％    （前年度同期：100.0％）
        　滞繰分 　1.3％　   (前年度同期：  1.5％)
未収金額：現年分     0千円  （前年度同期：　  0千円）
　　　　　滞繰分 2,708千円  （前年度同期：2,745千円）

Ａ．①電話および文書による督促　②分納誓約による回収　③口座引落しが不能の場合、家族等に
督促・面談の実施。
Ｂ．未収金発生防止・回収マニュアルの整備による定期的かつ早期の対応実施。

②

②

湖北病院
医事課

■湖北病院事業医療費
収納率　：現年度分 98.05％ 　　(前年度同期：97.59％)
　　　　  過年度分 23.33％ 　　(前年度同期：25.13％)
未収金額：現年度分　3,876千円　(前年度同期： 5,096千円)
　　　    過年度分 15,955千円  (前年度同期：17,596千円)

Ａ．①電話および郵便による督促、②訪問徴収、③分納による回収・相談、④入院時の相談等の実
施。
Ｂ．未収金発生防止・回収マニュアルによる定期的かつ早期の対応実施。

②

②

市立長浜病院
医事課

■長浜病院事業医療費
収納率　：現年度分 94.16％     （前年度同期：93.32％）
　　　　　過年度分 36.61％  　 （前年度同期：37.32％）
未収金額：現年度分　79,052千円 （前年度同期： 91,475千円）
　　　　　過年度分 124,414千円 （前年度同期：125,028千円）

Ａ．①電話および郵便による督促、②訪問徴収、③分納誓約による回収・相談、④入院時の相談
等、⑤弁護士法人への債権委託、⑥法的措置（支払督促・少額訴訟等）の実施。
Ｂ．未収金発生防止・回収マニュアルの整備による定期的かつ早期の対策を実施。

②

②

幼児課

■保育所保育料
収納率　：現年分　98.75%    （前年度同期：99.01％）
　　　　　滞繰分　27.61%　  （前年度同期：26.77％）
未収金額：現年分　8,141千円（前年度同期： 6,322千円）
　　　　　滞繰分　18,999千円（前年度同期：20,234千円）

■幼稚園保育料
収納率　：現年分　99.70%   （前年度同期：99.60％）
　　　　　滞繰分　43.62%   （前年度同期：40.18％）
未収金額：現年分　  342千円（前年度同期：510千円）
　　　　　滞繰分　  735千円（前年度同期：994千円）

Ａ．①未納者から申出による児童手当から保育料への充当（6月期：36人 1,630,950円、8月随時
期：2人 95,350円、10月期：35人 1,874,500円、11月随時期：2人 60,000円、12月随時期：2人
60,000円、1月随時期：1人 36,000円、2月期：37人 1,816,000円）、②電話催告や訪問徴収、口座
振替の推進等による未収金の回収、③現年分の督促状の発送（毎月20日頃）、④滞繰分の催告書発
送：幼稚園保育料（10/15）、保育所保育料（12/13）。
Ｂ．債権管理マニュアルを作成し、事務フローを確立。

②

②

上下水道課

■下水道使用料（農業集落排水含む）
収納率　：現年分　98.75％　　 （前年度同期：98.43％）
　　　　　滞繰分　18.16％　 　（前年度同期：16.74％）
未収金額：現年分  27,777千円　（前年度同期：35,601千円）
          滞繰分  84,790千円　（前年度同期：77,619千円）

■上水道使用料（簡易水道含む）
収納率　：現年分　93.52％　　 （前年度同期：94.07％）
　　　  　滞繰分　54.31％　　 （前年度同期：43.52％）
未収金額：現年分  25,973千円　（前年度同期：37,035千円）
          滞繰分  21,290千円　（前年度同期：36,978千円）

Ａ．文書催告を発し、納付勧奨を実施。
Ｂ．平成25年４月からコンビニ収納を開始（本庁・長浜市水道企業団エリア）。

②
②


