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Ⅰ 第２次旭市行政改革アクションプランについて 

旭市では、合併後の持続的発展や規模の適正化を実現するため、第１次旭市行政改

革アクションプラン（平成１７年度～平成２１年度）を策定し行政改革に取り組みました。 

これにより一定の効果を得たものの、合併による国の財政支援期間の終期を見据えたと

きに、第 1次プランの内容を継承・発展させ、行財政の効率化や行政能力の向上に継続し

て取り組む必要があると考え、第２次旭市行政改革アクションプラン（平成２２年度～平成２

６年度）を策定しました。また、推進期間の中間年である平成２４年度には新たな取組事項

を追加し、計画をより強力なものとしました。 

平成２６年度は第２次プランにおける推進期間の最終年度にあたり、掲げた目標の達成

を図る総仕上げの年でありましたが、継続して取り組むことが必要と判断した項目について

は、内容を精査したうえで平成２７年度からスタートした第３次プランに引き継ぎ、さらなる行

政改革の推進を目指します。 

Ⅱ 計画の進行管理 

計画の推進にあたっては、ＰＤＣＡサイクル（計画立案→実施→評価→改善）に基づき

絶えず点検を行うため、取組事項ごとに進行管理表を作成し、その進捗状況を確認しまし

た。進行管理表では、年度ごとに具体的に取り組む内容やスケジュールを設定し、取組目

標を明確にしました。 

 

 

 

 

（計画立案）           （実施） 

 

 

 

（改善）            （評価） 

 

  

ACTION 

PLAN 

CHECK 

DO 
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Ⅲ 行政改革推進体制 

行政改革推進委員会 

委員：有識者、公募等 

議 会 
※ 行政改革基本方針策定に関し必要な事項を調査・検討 

※ 行政改革の推進に関し必要な提言 

行政改革推進本部 
本部長：市長 
副本部長：副市長 
本部員：教育長、病院事業管理者、各課（局及び支所）長、消防長 

ワーキンググループ 
（必要に応じて設置） 

事務局 

公

  

募 

市 民 

※ 行政改革基本方針の策定 

※ 行政改革実施計画の推進 

※ 本部提示事項の協議調整 

※ 調査結果のまとめ・課題整理・方針及び計画原案等の作成 
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Ⅳ 計画の基本的な考え方 

 

（１）市民ニーズに即応できる行政基盤の確立 

 
①変化に対応できる組織・機構 

 への再編 

 市民の期待に的確かつ迅速に応えるこ

とのできる組織・機構への再編を図りま

す。 

 

②職員数、人件費の抑制 

 第２次定員適正化計画に基づき、計画

的な職員採用に留意しながら職員数の削

減を図ります。 

 

③職員の人材育成 

 人材育成基本方針に基づき、職員の資

質向上を図り、組織の力を高め、市民サ

ービスの向上に努めます。 

 
④事務事業の再編・整理、廃止 

・統合 

 各事業の実施状況を振り返って評価し、

前例踏襲的な姿勢に陥ることなく、常に見

直しを図ります。 

（２）健全で効率的な財政基盤の確立 

 

①財政の健全化 

 財政状況を分析し、合併効果を最大限

に活かしながら財政構造の健全化に向け

た取り組みを行います。 

 

②公共施設の統廃合 

 施設の設置目的や使用方法等を十分検

討し、統廃合や有効活用、転用を計画的

に進めます。 

 

③未利用資産の処分 

 未利用状態になっている市有地につい

て、方針を定めたうえで売却や貸付など

による活用を図ります。 

（３）公正で透明な行財政運営の確立 

 

①市民参画による行政運営 

 公募委員の拡充やパブリックコメントの

制度化など、市民参画の手段を積極的に

取り入れ、行政の透明性を高めます。 

 

②市民に対する情報発信 

 財政情報や市の重要施策、職員の給与

等を市民に分かりやすい方法で公表し、

行政情報の可視化を図ります。 
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Ⅴ 平成２６年度における進捗状況  

推進期間の最終年度を迎え、結果として目標を達成し「完了」した取り組みが３２項目、「実施困難」として見送った取り組みが５項目でした。 

目標の達成に至らなかった項目や、継続して取り組む必要がある項目は、内容を精査したうえで第３次プランへ継承しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔進捗状況に対する考え方〕 

完了 目標を達成し、取り組みを完了した 

順調 目標の達成に向け、計画どおりに進行した 

概ね順調 少し遅れているが、概ね計画どおりに進んだ 

停滞 
新たな課題が発生するなど、計画どおりに進行

しなかった 

未実施 計画が全く進行しなかったが、継続して取り組む 

実施困難 計画期間中の実施が困難となった 

 

 

 評
価
項
目
数 

完
了 

順
調 

概
ね
順
調 

停
滞 

未
実
施 

実
施
困
難 

（１）市民ニーズに即応できる行政基盤の確立 

① 変化に対応できる組織・機構への再編 6 4 1 1    

② 職員数・人件費の抑制 3 1 1  1   

③ 職員の人材育成 1  1     

④ 事務事業の再編・整理、廃止・統合 34 13 3 9 4 1 4 

小計 44 18 6 10 5 1 4 

（２）健全で効率的な財政基盤の確立 

① 財政の健全化 17 1 13 2   1 

② 公共施設の統廃合 10 7  2 1   

③ 未利用資産の処分 7 5 1  1   

小計 34 13 14 4 2 0 1 

（３）公正で透明な行財政運営の確立 

①市民参画による行政運営 3 1 1 1    

②市民に対する情報発信 4  3 1    

小計 7 1 4 2 0 0 0 

合計 85 32 24 16 7 1 5 

構成比 - 38% 28% 19% 8% 1% 6% 



　（１）市民ニーズに即応できる行政基盤の確立

　　①変化に対応できる組織・機構への再編

平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

1
行政改革推進担当課

の設置

総務課

行政改革推進課

　徹底した行政改革の推進に取り組む

ため、専任の組織として行政改革推進

担当課を設置し、計画の進行管理を行

う。

・平成２２年４月から行政改革推進課を設置し、第２次行政改革

　アクションプランの進行管理を行った。

・平成２３年８月に公共施設の活用方針を作成した。

・平成２４年６月から課内に徴収対策室を設置し、市債権の適正

　な管理を行った。

・平成２６年６月に旭市公共施設白書を作成した。

完了

(H２３)

　専任の課を設置したことにより、徹

底して行政改革に取り組む姿勢を内外

に示すことができた。

ー

2
子育て支援担当課の

設置

総務課

子育て支援課

　次世代育成支援行動計画に基づく諸

施策をはじめとした少子化対策を推進

するため、子育て支援担当課を設置す

る。

・平成２２年４月から子育て支援課を設置し、次世代育成支援行

　動計画に基づく諸施策を始めとした少子化対策を推進した。

・平成23年４月から子育て支援班と保育班を設置し、子ども医療

　費助成事業を健康管理課から子育て支援課に移管するなど、子

　どもに関する支援体制の一本化を図った。

完了

(H２３)

　専任の課を設置したことにより、子

育て支援に対する組織体制を整えるこ

とができ、市民の利便性が向上した。

ー

3 政策形成機能の充実

総務課

企画政策課

行政改革推進課

　本市の特性を活かした独自の政策を

打ち出し、市民の期待に応えることの

できる組織への再編を図る。

・平成２３年４月から企画課を企画政策課とした。

・平成２３年６月から政策形成機能を担う部署として企画政策課

　に政策推進班を設置し、体制を強化した。

・平成２６年度に中堅職員１５人で旭市政策戦略会議を発足させ

　人口問題対策と公共施設の適正化について検討を行った。

順調

　今後策定する地方創生にかかる地方

版総合戦略により、政策形成機能のさ

らなる強化に繋げていく。

同左

4 契約検査機能の強化

総務課

財政課

行政改革推進課

　建設工事の検査を一元化し、工事の

適正な履行を確保するため、契約検査

担当班を設置する。

・平成２３年４月から財政課に契約検査班を設置し、請負金額

　が５００万円以上の建設工事については、すべて契約検査班

　の職員が検査を行うこととした。

完了

(H２３)

　建設工事の適正な履行の確保に向け

た検査機能体制を確立することができ

た。

ー

5 支所組織の見直し
総務課

行政改革推進課

　本市にふさわしい組織への再編を図

る上で、支所のあり方についても常に

検討する。

・平成２２年４月に支所庶務室と住民福祉室を統合し、住民室と

　した。

・平成２３年６月から税務課分室及び商工観光課飯岡分室を廃止

　した。

・平成２５年４月から市民生活課及び保険年金課業務を本庁直轄

　とし、支所に固定した職員は置かずに当番制で対応することと

　した。

概ね順調

　事務量に見合った適正な職員配置を

行い、平成２４年度・２５年度に支所

への配置職員を１９人削減した。

　新庁舎の完成に向け、引き続き支所

組織のあり方を検討する。

第３次アクションプランへ継承

･№１３ 支所組織の見直し

6 班統括者の明確化

総務課

行政改革推進課

　班員の目的意識の統一を図り、班内

の連携体制を強化し、組織として目標

実現に努めるため、班の指揮・調整を

担う者を明確にする。

・平成２６年４月から、それまで６級主幹が担っていた班統括者

　に原則５級副主幹を充てることとし、呼称を班長とした。

・６級主幹については、課内実務の統括者及び総合調整役となり

　職名を副課長とした。

完了

(H２６)

　班の統括者を明確にすることで、班

内の連携を強化することができた。
ー

Ⅵ　推進期間の取組実績及び今後の方向性

№ 取組事項 所管課
内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

点検
（CHECK)

‐　5　‐



‐　6　‐

　　②職員数・人件費の抑制

平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

　第２次定員適正化計画に基づき定員

の適正化に努め、平成２２年度からの

５年間で５０人、６．５％を純減し、

総人件費の抑制を図る。

・採用者数を退職者数の２分の１程度に抑えた。

・平成２５年度末退職者に対し、再任用制度の希望調査を行っ

　た。（一般行政職では希望者なし）

・平成２６年度末退職者のうち、再任用制度の希望者９名を平成

　２７年度から社会教育施設等に配置することとした。

完了

（H２６）

　計画期間で６９人の職員を削減し

た。

　今後も組織や施設の再編状況を見な

がら、第３次定員適正化計画に基づい

た適正な人員配置に努める。

第３次アクションプランへ継承

･№２０ 第３次定員適正化計画

 に基づく職員数の抑制

8 給与の適正化 総務課

　国・県等における給与制度の改革を

踏まえ、職員の意欲が出る工夫をしな

がら給与の適正化に努める。

・国・県等における給与制度の改正を踏まえ、給与条例の改正を

　適宜行った。

・平成２３年度から、課長職の人事考課結果を勤勉手当に反映し

　た。

順調

　国や県の給与制度との均衡が図られ

た。

　課長職の人事考課結果を勤勉手当に

反映することにより、成果に応えるこ

とができた。

第３次アクションプランへ継承

･№２１ 給与の適正化

･№２３ 人事考課制度の確立

　ノー残業デイの徹底や時差出勤制度

等を活用し、時間外勤務手当の縮減に

努める。

・時差出勤や毎週水曜日のノー残業デイ、週休日の振替取得の周

　知を徹底し、時間外勤務の縮減を図った。

・時間外勤務の際は事前申請とし、月３０時間を超える場合は時

　間外勤務超過理由書を予め提出させ、総務課長のヒアリングを

　行った。

停滞

　国や県からの権限移譲や市民ニーズ

の多様化などにより業務量が増え、時

間外勤務は増加傾向となっているが、

引き続き縮減に向けた取り組みを行っ

ていく。

第３次アクションプランへ継承

･№２２ 時間外勤務手当の抑制

総務課

9

時間外勤務手当の縮

減

*H２４追加項目

総務課

※平成26年度数値はすべて決算見込額　

№ 取組事項 所管課
内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

点検
（CHECK)

7

第２次定員適正化計

画に基づくさらなる

職員数の削減

■職員数の推移（各年度４月１日の人数）  ■人件費の状況 

 

区分 H２２ H２３ H２４ H２５ H２６ H２７ 
５年間の 

削減人数 

計画 

目標値 
771 763 755 743 732 721 － 

 対前年比 － ▲ 8 ▲ 8 ▲ 12 ▲ 11 ▲11 ▲50 

職員数 

（実数） 
771 755 738 721 708 702 － 

 対前年比 － ▲ 16 ▲17 ▲17 ▲13 ▲6 ▲69  

 時間外勤務手当 対前年比 

H２３ 124,210,816円 － 

H２４ 83,453,063円 ▲40,757,753円 

H２５ 83,752,967円 299,904円 

H２６ 83,528,816円 ▲224,151円 

 

■手当の支給状況 

  人件費 対前年比 

H２１ 5,177,397千円 － 

H２２ 5,125,666千円 ▲51,731千円 

H２３ 5,056,623千円 ▲69,043千円 

H２４ 4,883,195千円 ▲173,428千円 

H２５ 4,770,470千円 ▲112,725千円 

H２６ 4,737,859千円 ▲32,611千円 

 単位：人 



　　③職員の人材育成

平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

10 職員の人材育成 総務課

　人材育成基本方針に基づき、組織目

標の明確化、人事考課、昇任試験、職

員研修等、取組みを一つひとつ着実に

実現し、職員の育成を図る。

・課長職の人事考課において、組織目標を明確化した。

・平成２７年３月に、人材育成基本方針を改訂した。

・平成２３年度から、適正な人員配置や昇格等に活用するため、

　人事考課を本格実施した。

・昇任試験として、２級から３級へのステップアップ試験と、

　４級から５級への管理職昇任選考試験を実施した。

・民間の外部面接官を依頼するなどし、人物重視の採用試験を

　実施した。

・窓口・電話応対診断やハラスメント研修、ワークライフバラン

　ス研修などを行った。

・若年層の職員に対し、３年程度を目安に人事異動を行った。

順調

　

　人材育成基本方針に掲げる目指すべ

き職員像「自ら学び、考え、行動する

職員」に近付けるよう、今後も職員の

資質向上を図っていく。

第３次アクションプランへ継承

･№２３ 人事考課制度の確立

･№２４ 職員の人材育成

　　④事務事業の再編・整理、廃止・統合

平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

11 事業評価の導入 行政改革推進課

　事務事業の改善・見直しにつなげる

ため、市が行っている施策や事務事業

について、数値や客観的な指標を使っ

て評価する制度を導入する。

・平成２２年度、２３年度の試行実施を経て、平成２４年度に

　旭市事務事業評価実施要綱を制定し、本格実施を開始した。

・平成２６年度に過去２年間の評価事業の進行状況を調査した。

・平成２６年度に施策評価及び事業優先度評価を試行実施した。

順調

　評価結果をもとに改革・改善の糸口

を見出し、次年度以降の事業計画に概

ね反映させることができた。今後は、

総合計画の進捗管理、予算編成・決算

説明などに活用できる制度を目指して

いく。

第３次アクションプランへ継承

･№１６ 行政評価制度の確立

12
「気づき・改善・改

革」の提案

全課

行政改革推進課

　前例踏襲的な無駄に気づくよう職員

に徹底したコスト意識を持たせ、経費

節減の「実」を出す活動をしていく。

・平成２３年度に、「GoodJob運動」として、１班１事務事業

　の改善を行った。
停滞

　人事考課制度や事務事業評価制度等

を活用しながら、事務事業改善活動を

進めていく。

同左

13 eLTAXの拡充 税務課

　法人市民税や償却資産の申告など、

eLTAXを使用して申請・申告が可能な

手続きの拡充を検討・実施していく。

・平成２４年１１月から法人市民税、給与支払報告書、償却資産

　について、elTaxを導入した。

完了

(H２４)

　利用者の利便性の向上と事務の効率

化が図られた。
所管課により業務を継続する

№ 取組事項 所管課
内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

点検
（CHECK)

№ 取組事項 所管課
内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

点検
（CHECK)

‐　7　‐



‐　8　‐

平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

14 電子決裁の導入
財政課

会計課

　事務処理の迅速化とペーパーレス化

を図るため、財務伝票において電子決

裁を導入する。

・請求書や契約書などの添付資料をPDF化して取り込む作業を要

　することや、原本を紙ベースで保存する必要があるなど、シス

　テムを導入するメリットが少ないため、導入を見送ることとし

　た。

実施困難

(H２３)
ー ー

15 統合型ＧＩＳの導入
企画政策課

関係課

　デジタル化された地図情報と様々な

情報を統合的に扱うＧＩＳ（地理情報

システム）を導入し、高度情報化時代

に対応した効率的な業務の推進を図る

とともに、地図サービスの提供など各

種行政サービスの発信を行っていく。

・平成２４年３月に旭市地理情報システム運用管理規程を策定し

　た。

・平成２４年度にシステムの運用を開始し、規程にもとづくワー

　キンググループを設置して、インターネット公開や外部提供に

　ついて検討を行った。

・各課からの要望に基づき、レイヤーの追加や更新、空間データ

　の利用を実施した。

概ね順調

　各課で情報を共有することで、事務

の効率化を図ることができた。

　継続してワーキンググループ等で運

用についての検討を行っていく。

第３次アクションプランへ継承

･№５ 統合型GISの活用

16
レセプト（診療報酬

明細書）の電子化
保険年金課

　レセプトの電子化及び千葉県国民健

康保険団体連合会とオンライン化を実

施することで業務の負担を軽減し、利

便性の向上を行う。

・平成２２年度から平成２３年７月にかけ、千葉県国民健康保険

　団体連合会とのデータ連携体制を整え、運用試験を実施した。

・平成２３年８月に移行処理及び端末機を設置し、９月から運用

　を開始した。

完了

(H２３)

　電子化によりペーパーレス化が図ら

れ、人為的なミスの排除につながっ

た。

ー

17

①

地域イベント実施方

法の検討（商工観光

課）

商工観光課

・市が関わるサマーフェスタin矢指ケ浦、いいおかYOU・遊フェ

　スティバル、七夕市民まつりについて、各実行委員会と検討を

　重ねたが、合理化を前提とした統廃合は不適であるという結論

　に達した。

完了

(H２４)

　検討は完了としたが、イベントの内

容については各実行委員が毎年熟慮、

検討し、単純に前年踏襲を行わないよ

う努める。

第３次アクションプランへ継承

･№１８ 地域イベント実施方法

 の検討

※イベント内容の見直しは継続

して行うため

17

②

地域イベント実施方

法の検討（農水産

課）

農水産課

・平成２２年度に市内３か所の産業まつり実行委員会に対し、

　今後の事業のあり方を提起し、合同会議を開催した。

・平成２５年度に関係者による検討委員会を立ち上げた。

・平成２５年度、２６年度は日程等の都合により、ふるさとまつ

　りひかたを旭会場と合同開催した。

・平成２６年度の市内３か所の産業まつり実行委員会において、

　検討委員会の方針（案）を示し意見交換を行い、ある程度方向

　性の統一を図ることができた。

概ね順調

　平成２８年度に産業まつりを一本化

するべく、産業まつり実行委員会を中

心に準備を進める。

第３次アクションプランへ継承

･№１８ 地域イベント実施方法

 の検討

18

支所における水道料

金納入通知書再発業

務の廃止

水道課

　旭市水道事業お客様センターを設置

し、業務を民間委託することにより支

所での再発行業務を廃止する。

・平成２１年度から水道料金の収納業務等を民間委託（旭市水道

　お客様センター）したことにより、平成２２年度から各支所で

　の水道料金の納入通知書再発行業務を廃止した。

完了

(H２２)

　支所の業務が軽減され、水道料金シ

ステム賃借料404,460円/年を削減する

ことができた。

ー

　市として一体感のあるイベントの実

現を目指すため、各地域で開催してい

るイベントの開催方法等について検討

する。

№ 取組事項 所管課
内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

点検
（CHECK)



平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

19
保健センター業務の

統合
健康管理課

　現在、分散している保健センター業

務について、１箇所に集約することに

より、効率的な事務事業の推進を図

る。

・旭市公共施設の活用方針に基づき、飯岡保健センターを旭市保

　健センターへ集約することを検討していたが、平成２５年度か

　ら２階部分が第二市民会館として生涯学習課所管となったため

　集約を見送ることとした。

実施困難

(H２４)

　新庁舎を含め、市全体の施設のあり

方を見据えて検討を進めていく。

第３次アクションプランへ継承

･№２ 保健センターの統合

※改めて統合の検討を行うため

20

旭市水道事業長期計

画（水道ビジョン）

の策定

水道課

　旭市水道事業基本計画及び旭市水道

事業中期経営計画と整合性を図りなが

ら、旭市水道事業の地域特性を生かし

た長期計画（水道ビジョン）を策定す

る。

・平成２１年度に実施した基礎調査及び現状分析を踏まえ、計画

　期間を１０か年（平成２３年度～平成３２年度）とする旭市

　水道ビジョンを平成２２年１２月に策定し、２０年後の水道

　事業が目指すべき将来像と実現に向けた具体策を明記した。

完了

(H２２)

　期間中は３～５年を目途に計画の見

直しを実施していく。
同左

21

①

旭市クリーンセン

ター業務の一部民間

委託（資源ごみ）

環境課

　資源ごみ処理施設容器包装プラス

チック配送業務及び計量業務につい

て、民間委託する。

・平成２２年度から民間委託を実施した。
完了

(H２２)

　効率的、効果的に資源ごみの処理を

行うことができ、生活環境の保全が図

られた。

ー

21

②

旭市クリーンセン

ター業務の一部民間

委託（粗大ごみ）

環境課

　粗大ごみ処理施設及び焼却施設（破

砕機運転・焼却灰運搬）について、民

間委託を検討する。

・近隣の委託状況などを調査し検討を重ねたが、民間委託した場

　合に現場業務の負担は軽減されるものの、経費の増大が見込ま

　れるため、実施を見送ることとした。

実施困難

(H２４)

〔参考）経費試算結果

　委託前　28,669,493円 ※H22実績

　委託後　49,560,000円

　差引　　20,765,903円

ー

22
施設台帳（公園）の

電子化
都市整備課

　施設台帳を地理情報システム

（GIS)に一元化することにより、施

設情報の共有及び事務事業の効率化を

図る。

・電子化にあたり業務委託を含めた実施方法の検討を行った。

・平成２５年度に整備の対象とする公園や台帳記載事項の内容等

　の整備方針を検討した。

・台帳整備に向け準備を進めたが、整備に至らなかった。

停滞

　台帳の電子化に必要な項目の精査を

行いながら、資料確認や整理を進め、

市全体の長寿命化計画とも整合性を

図っていく。

第３次アクションプランへ継承

･№５２ 施設台帳の電子化

23
下水道事業中期経営

計画の策定
下水道課

　経営の健全化を図るため、中期経営

計画を策定し、計画的な整備を進め

る。

・平成２２年度に検討を進め、平成２３年度から平成２７年度

　（５か年）の中期経営計画を平成２４年３月に策定し、健全

　な下水道事業運営を推進した。

完了

(H２３)

　中期経営計画に基づいた健全な下水

道事業運営を目指す。

第３次アクションプランへ継承

･№４５ 公共下水道事業中期経営

 計画の推進

※５年毎に見直しを行うため

№ 取組事項 所管課
内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

点検
（CHECK)

‐　9　‐



‐　10　‐

平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

24

下水道使用料のコン

ビニエンスストア収

納

下水道課

　コンビニ対応納入通知書の発行によ

り、取扱金融機関・市役所本庁・支所

窓口に加え、全国のコンビニで休日や

夜間の支払いができるよう検討する。

・平成２２年度にコンビニエンスストア納付の対象者（口座振替

　による納付者以外）を確認したところ、対象者が３３０人と全

　体の約２割であることから、初期費用や固定費用が割高となっ

　てしまうため、実施を見送ることとした。

実施困難

(H２３)
ー ー

25
駅前広場維持管理の

一元化

建設課

都市整備課

　旭駅・飯岡駅・倉橋駅・干潟駅の駅

前広場の維持管理を一元化する。

・平成２２年度に市内各駅前広場の管理について建設課と協議し

　平成２３年度から都市整備課において一元管理することとし

　た。

完了

(H２３)

　管理を一元化することで、業務の効

率化が図られた。
ー

26
市民相談窓口の一元

化

秘書広報課

総務課

商工観光課

行政改革推進課

　市民からの様々な相談について、窓

口の一元化を検討する。

・平成２２年度に相談窓口を一元化した部署の設置を検討した。

・平成２３年度に市民生活課市民生活支援班を設置し、行政、

　法律、人権擁護、交通の相談窓口を一元化した。

完了

(H２３)

　相談窓口を一元化することで市民の

利便性が向上した。

　今後は、相談業務のさらなる充実を

図っていく。

ー

27
消費生活センターの

設置
商工観光課

　市民の安全安心な生活を支える機関

として「消費生活相談窓口」を拡充

し、「消費生活センター」を設置す

る。

・平成２２年度に近隣市の設置や運営状況の調査を行い、結果

　を基に運営方針等を作成し、設立に向け準備をした。

・平成２３年４月から青年の家１階に消費生活センターを開設

　した。

完了

(H２３)

　契約トラブルや多重債務などに対す

る相談体制の充実と啓発事業の実施に

より、市民の消費生活の安定が図られ

た。

ー

28

新学校給食センター

調理業務等の民間委

託

学校教育課

　調理員等の異動及び退職不補充によ

り、新学校給食センター（第二学校給

食センター）の民間委託を推進する。

・平成２４年度に学校給食調理業務に係る民間委託実施計画策定

　方針を見直し、給食運営の合理化を目指した。

・平成２４年９月から配送業務を民間委託した。

・市調理員は保育所調理員または支所用務員として異動した。

順調

〔市調理員人数〕

　H22　17人　→　H26　8人

〔配送業務〕

　委託前　21,985,714円

　委託後　15,691,500円

　差引　　  6,294,214円

　なお、調理業務は既に民間委託を実

施している第一学校給食センターと合

わせて平成２７年度から委託する。

第３次アクションプランへ継承

･№９ 第二学校給食センター調理

 業務の民間委託

№ 取組事項 所管課
内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

点検
（CHECK)



平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

29

①

指定管理者の活用

（長熊釣堀セン

ター）

商工観光課

・震災後に復旧工事を行い、平成２４年度に関係条例等の改正を

　行った。その後、指定管理者を公募し、基本協定を締結した。

・平成２５年４月から指定管理者による管理運営を開始した。

完了

(H２５)

　民間事業者の手法を活用し、コスト

の削減とサービスの向上が図られた。

第３次アクションプランへ継承

･№５６ 指定管理者導入後の検証

※導入後の効果を検証するため

29

②

指定管理者の活用(海

上キャンプ場）

*H２４追加項目

生涯学習課

・平成２５年度に指定管理者の募集及び指定管理者候補者選定委

　員会を開催した。

・平成２６年４月から指定管理者による管理運営を開始した。

完了

(H２６)

　民間事業者の手法を活用し、コスト

の削減とサービスの向上が図られた。

第３次アクションプランへ継承

･№５６ 指定管理者導入後の検証

※導入後の効果を検証するため

29

③

指定管理者の活用

（あさひパークゴル

フ場）

*H２４追加項目

都市整備課

・平成２４年３月に津波で被災した施設の復旧を完了した。

・復旧後の芝生や樹木などの生育状況を３～５年は経過を見る必

　要があるため、緑化管理と利用者増によるコースダメージ管理

　を適正に行った。

・平成２６年度までは都市整備課で管理を行った。

概ね順調
第３次アクションプランへ継承

･№５５ 指定管理者の活用

29

④

指定管理者の活用

（あさひ健康福祉セ

ンター）

*H２４追加項目

社会福祉課

・単独での指定管理は困難と判断し、併設するあさひパークゴル

　フ場と合わせての指定管理について都市整備課と検討した。

・平成２６年度までは社会福祉課で管理を行った。

概ね順調
第３次アクションプランへ継承

･№５５ 指定管理者の活用

30
市バス運行事業の整

理
市民生活課

　合併前の市及び町のバスを引き継い

だため複数のバスを有していたが、

サービス提供の公平化の観点から、順

次台数を縮減するとともに、事業の実

施方法についても検討していく。

・平成２２、２４年度に旭市バス使用要綱の見直しを行った。

・平成２５年度から平成２７年度まで市バス２台の運行業務と

　整備管理業務を委託した。

・業務委託により、月曜日の運休を廃止した。

概ね順調
　業務委託により稼動日数が増え、利

用者の利便性が向上した。

第３次アクションプランへ継承

･№１９ 市バス運行の適正化

31
消防団再編による施

設の計画的な整備
消防本部

　消防団組織を再編することにより、

計画的に消防車両及び消防庫を整理し

ていく。

・消防団再編計画に基づき、適正な団編成となるよう統合を

　進めた。
概ね順調

〔消防車両〕

　台数 H22　55台 → H26　49台

〔消防庫〕

　棟数 H22　55棟 → H26　49棟

〔消防団員〕

　人数 H22 1,007名 → H26　902名

第３次アクションプランへ継承

･№１５ 消防団の再編成及び施設

 の計画的整備

№ 取組事項 所管課
内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

点検
（CHECK)

　制度の活用が効果的・効率的な施設

には、指定管理者制度の活用を進め

る。

　併設する両施設を合わせて管理する

ことがコスト面からも適当と判断し、

復旧後の樹木や芝生の生育状況の経過

観察後の平成２８年度から指定管理へ

移行する予定とした。

‐　11　‐



‐　12　‐

平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

32
コミュニティバスの

再編
企画政策課

　コミュニティバスの運行について

は、利用者ニーズに即した運行形態等

の調査・検討を行い、再編していく。

・平成２２年度まで干潟地区ルートは試行運行を行った。

・平成２３年度から、全路線が本格運行となった。

・平成２５年度に干潟・海上地区ルートの一部延伸を行った。

・平成２５年度からバス車体への有料広告を試行した。

・平成２６年度からバス車体への有料広告を本格実施した。

順調

　交通弱者の移動手段を概ね確保する

ことができた。

　引き続き運行形態等を研究し、効率

的・効果的な運行を計画していく。

第３次アクションプランへ継承

･№３７ コミュニティバスの運賃

 の見直し

33
下水処理事業の統合

*H２４追加項目

農水産課

下水道課

　下水処理に係る公共下水道事業と農

業集落排水事業を統合し、事務の効率

化を図る。

・平成２４度に管路網図等施設台帳の整備を行った。

・平成２５年度に管路改修事業の補助事業採択について県と協議

　を実施した。

・平成２６年度に管路改修事業について千葉県事業審査会の第一

　次審査会で承認を得た。

概ね順調

　平成２７年７月に予定される第二次

審査へ申請し、平成２８年度に管路改

修事業の採択・実施を目指す。改修後

に下水道課へ移管する。

第３次アクションプランへ継承

･№８ 下水処理事業の統合

34

トレーニング施設の

管理一元化

*H２４追加項目

健康管理課

社会福祉課

体育振興課

　トレーニング機器を設置し事業を実

施している施設の管理を再編・整理、

廃止・統合し、事務の効率化を図る。

対象施設：海上健康増進センター、い

いおかけんこうセンター、あさひ健康

福祉センター、総合体育館

・平成２５年度から、利用目的が近い健康管理課と体育振興課所

　管のトレーニング施設（海上健康増進センター、いいおかけん

　こうセンター、総合体育館）への指導員委託契約を一本化し

　た。

・社会福祉課所管のあさひ健康福祉センターでは、平成２５年度

　から利用者数を勘案したうえで利用日を週６日から週４日に削

　減し、トレーナーと看護師の二人体制をトレーナーのみとして

　委託料を削減した。

停滞

　海上健康増進センター・いいおかけ

んこうセンターは生活習慣病予防、あ

さひ健康福祉センターは高齢者の筋力

向上、総合体育館は健康増進とそれぞ

れ利用目的が異なるため、今後は設置

目的に合った機器の選定と利用の促進

を図っていく。

　あさひ健康福祉センターは指定管理

者制度へ移行予定。

第３次アクションプランへ継承

･№５７ トレーニング施設の管理

 適正化

35
トイレ管理の一元化

*H２４追加項目

環境課

商工観光課

都市整備課

　トイレを管理する部署を一元化し、

事務の効率化を図る。

・平成２４年度に関係課で協議を行った。

・一元化により解消する内容が見当たらないため、方針等に基づ

　き取り組むことはなかった。

未実施

　維持管理の内容を統一できるか協議

したものの、管理を一元化することで

かえって費用が増大する恐れがあるこ

とから、実施には至らなかった。

各課で管理方法等の見直しを継

続して行う

36
公園管理の一元化

*H２４追加項目

子育て支援課

商工観光課

農水産課

都市整備課

　公園の管理を一元化し、事務の効率

化と維持管理費の縮減を図る。

・平成２４年度に関係課で協議を行った。

・平成２４年度に都市整備課で所管する公園の面積や維持管理経

　費等の一覧を作成し資料とした。

・平成２４年度に農水産課で農村公園の基礎調査を行った。平成

　２５、２６年度に一部の農村公園の使用状況や今後の管理等に

　ついて区へ聞き取りを行った。

・平成２５年度に子育て支援課で区長に対し児童遊園に関するア

　ンケートを行い、平成２６年度に児童遊園に関する見直し方針

　を新たに作成した。

停滞

　管理を一元化することでかえって費

用が増大する恐れがあることから実施

には至らなかったが、公園の利用状況

等を確認し、区と協議したうえで廃止

を行うなど、順次見直しを進めてい

く。

各課で管理方法等の見直しを継

続して行う

№ 取組事項 所管課
内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

点検
（CHECK)



平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

37

公共料金の口座振替

払の導入

*H２４追加項目

会計課

関係課

　各施設で毎月支払う公共料金の支払

方法に口座振替を導入し、事務の効率

化を図る。

・平成２４年度に導入に向けた検討や準備を進めた。

・平成２５年度から電気料金の口座自動振替払を開始した。

完了

(H２５)

　口座振替により、年間約75,000円の

電気料金が割り引きされ、伝票枚数が

年間850枚から250枚に減少し、経費

削減と事務の効率化が図られた。

ー

38
文化財の集約

*H２４追加項目
生涯学習課

　収蔵庫を建設し、分散して保管され

ている文化財や史料等を１ヶ所に集約

し収蔵・管理を行うことで、調査研究

や展示など市文化財の情報発信や保護

を効率的に実施する。

・文化財を１か所に集約するため、平成２４、２５年度に収蔵庫

　の建設候補地や規模を検討した。

・平成２６年度に大原幽学遺跡保存管理計画策定委員会を発足

　させた。また、都市整備課に依頼し、基本設計を作成した。

概ね順調

　大原幽学遺跡保存管理計画策定委員

会において、平成２７年度に方針を検

討する。

第３次アクションプランへ継承

･№５８ 文化財の集約

39
文書管理の見直し

*H２４追加項目
総務課

　文書管理について起案・保管・保

存・廃棄までの流れを徹底し、年々増

加する情報公開請求にも耐えうる管理

体制とするため、現在の文書管理のあ

り方を見直す。

・平成２４年度に海上支所３階の議場を改修し、合併後の永年保

　存文書の一括保管場所とした。

・平成２７年３月に、文書主任及び文書担当者へ文書管理事務研

　修会を実施し、文書管理ルールの徹底を図った。

概ね順調

　各課でばらつきのある文書管理の統

一化に努めた。

　引き続き文書主任等を通じ、職員一

人ひとりの意識改革を行っていく。

第３次アクションプランへ継承

･№７ 文書管理の見直し

№ 取組事項 所管課
内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

点検
（CHECK)

‐　13　‐
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　（２）健全で効率的な財政基盤の確立

　　①財政の健全化

平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

税務課

　様々な取組みにより、市税収納率の

低下傾向に歯止めをかけ、収納率の向

上によって歳入を確保する。

・定期的に夜間・休日納付窓口を開設した。

・定期的に税務課職員による訪問徴収を行った。平成２３、

　２４年度には各課管理職による特別訪問徴収を行った。

・利便性向上のため、納付窓口を拡大した。（№４２参照）

・平成２６年７月から１２月まで口座振替推進キャンペーンを

　実施し、申込者にあさぴーオリジナルグッズを配付した。

・平成２７年３月から口座振替を原則化した。

順調

　平成２１年度と比較し、現年分収納

率は向上し、収入未済額は減少した。

　現年分滞納に対し早期に着手し、新

規滞納者の増加を防ぐ。平行して口座

振替利用者の拡大を図る。

　滞納者に対しては財産調査や実態調

査を強化し、滞納処分を執行してい

く。

第３次アクションプランへ継承

･№３１ 市税収納率の向上

点検
（CHECK)

40 市税収納率の向上

№ 取組事項 所管課
内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

※平成26年度数値はすべて決算見込額

　　■市税

　　■国民健康保険税

滞繰分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

H２１ 1,405,354,591 168,573,847 165,201,015 1,071,579,729 12.00％ 

H２２ 1,386,578,338 155,022,984 158,232,585 1,073,322,769 11.18％ 

H２３ 1,392,547,776 158,901,906 155,473,816 1,078,172,054 11.41％ 

H２４ 1,348,545,233 165,373,114 135,342,528 1,047,829,591 12.26％ 

H２５ 1,283,291,366 195,789,086 128,948,120 958,554,160 15.26％ 

Ｈ２６ 1,174,672,324 207,637,100 115,121,877 851,913,347 17.68％ 

 

滞繰分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

H２１ 1,296,590,121 183,755,363 123,962,278 988,872,480 14.17％ 

H２２ 1,325,493,898 172,842,888 142,837,006 1,009,814,004 13.04％ 

H２３ 1,346,588,456 191,108,543 148,520,922 1,006,958,991 14.19％ 

H２４ 1,283,868,915 182,383,559 153,019,961 948,465,395 14.21％ 

H２５ 1,211,766,644 217,441,535 125,076,369 869,248,740 17.94％ 

H２６ 1,106,590,544 235,877,417 102,252,755 768,460,372 21.32％ 

 

現年分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 目標収納率 

H２１ 7,134,689,666 6,818,894,062 0 315,795,604 95.57％ - 

H２２ 7,021,144,214 6,701,156,014 87,043  319,901,157 95.44％ 95.59％ 

H２３ 7,055,882,658 6,774,946,081 3,095,711 277,840,866 96.02％ 95.79％ 

H２４ 7,051,471,871 6,813,466,171 1,051,748 236,953,952 96.62％ 
見直し前 95.99％ 

見直し後 96.80％ 

H２５ 7,183,442,414 6,965,111,983 894,133 217,436,298 96.96％ 
見直し前 96.19％ 

見直し後 96.90％ 

H２６ 7,291,259,557 7,077,345,018 2,298,682 211,615,857 97.07％ 
見直し前 96.39％ 

見直し後 97.00％ 

 

Ｈ２１ 収入未済額合計（現年分＋滞繰分） 1,387,375,333 円 

Ｈ２６ 収入未済額合計（現年分＋滞繰分） 1,063,529,204  円 

      差引                  ▲323,846,129 円 

現年分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

H２１ 2,726,588,300 2,378,003,832 0 348,584,468 87.22％ 

H２２ 2,588,578,900 2,244,797,998 236,050 343,544,852 86.72％ 

H２３ 2,504,569,300 2,213,605,926 1,079,700 289,883,674 88.38％ 

H２４ 2,476,689,840 2,201,939,392 347,400 274,403,048 88.91％ 

H２５ 2,478,171,670 2,232,017,056 35,400 246,119,214 90.07％ 

H２６ 2,699,138,000 2,419,567,471 1,627,700 277,942,829 89.64％ 

 
Ｈ２１ 収入未済額合計（現年分＋滞繰分） 1,337,456,948 円 

Ｈ２６ 収入未済額合計（現年分＋滞繰分） 1,046,403,201 円 

      差引                   ▲291,053,747 円 

 単位：円  単位：円 

 単位：円  単位：円 



平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

　預金、国税還付金のほか、給与、不

動産、生命保険等についても差し押さ

えを行うなど、滞納処分を強化し、収

納率の向上を図る。

・平成２２年１１月からYahoo!のインターネット公売システム

　を導入した。

・預金、生命保険、不動産、給与等のほか、平成２４年度からは

　新たに自動車の差し押さえを行い、滞納処分を強化した。

順調

　今後も滞納処分の強化を図り、特に

給与を重点的に差し押さえる。

　不動産公売の執行に向け、計画を進

める。

第３次アクションプランへ継承

･№３１ 市税収納率の向上

　コンビニエンスストアでの市税納付

の導入、夜間・休日窓口の実施、口座

振替の推進など、納付窓口の拡大等に

より収納率の向上を図る。

・季節ごとに開設していた休日納付窓口を、平成２２年度からは

　毎月第４日曜日に開設した。

・平成２３年度からコンビニエンスストアでの収納を開始した。

・平成２６年１月からペイジー口座振替受付サービスを開始し

　た。

順調

　平成２８年度の電算システム更新に

向け、マルチペイメント収納やクレ

ジット収納の導入も検討する。

第３次アクションプランへ継承

･№３１ 市税収納率の向上

43
使用料・手数料の見

直し

財政課

行政改革推進課

関係課

　住民負担の公平性の確保と受益者負

担の原則に基づき、使用料・手数料の

額、各種使用料減免制度等について見

直しを行う。

・平成２３年度に見直しに関する基本方針を策定した。

・平成２５年度に類似施設等の料金体系を統一し、平成２６年

　３月定例会で条例改正を行った。

・平成２６年９月まで、半年間の周知期間を置き、１０月から

　新料金を施行した。

・平成２６年１０月に社会教育施設及び社会体育施設、コミュニ

　ティ施設の減免基準を設定した。

順調

　住民負担の公平性や受益者負担の適

正化が図られた。

　今後も継続して施設の所管課で使用

料等の見直しに向けた検討を進める。

第３次アクションプランへ継承

･№３６ 使用料・手数料の見直し

※平成26年度数値はすべて決算見込額

42 納付窓口の拡大等 税務課

41 滞納処分の強化 税務課

№ 取組事項 所管課
内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

点検
（CHECK)

 
差押 

件数 
差押金額 

換価 

件数 

換 価 金 額 

 うちインターネット公売分 

 件数 物件数 換価金額 

H２２ 366件 792,801,018円 192件 31,937,997円 2件 32物件 218,675円 

H２３ 209件 201,841,581円 170件 31,138,926円 0件 0物件 0円 

H２４ 413件 719,598,724円 286件 64,663,295円 1件 1物件 397,739円 

H２５ 780件 886,843,310円 594件 98,925,211円 0件 0物件 0円 

H２６ 924件 904,603,424円 721件 127,619,005円 1件 539点 58,735円 

 

〔コンビニエンスストア収納の状況〕  ※H23 開始 

 件数 納付金額 

H２３ 33,360件 531,158,657円 

H２４ 41,161件 673,930,637円 

H２５ 46,561件 781,093,887円 

H２６ 54,287件 950,420,987円 

 

〔夜間納付窓口の開設状況〕 

 開設回数 納付件数 納付金額 

H２２ 24回 2,304件 34,661,226円 

H２３ 24回 1,422件 22,907,300円 

H２４ 24回 1,564件 27,821,191 円 

H２５ 24回 1,622件 27,855,856 円 

H２６ 24回 1,526件 27,452,149円 

 

〔休日納付窓口の開設状況〕  ※国保重点相談日含む 

 開設回数 納付件数 納付金額 

H２２ 14回 1,600件 26,524,370 円 

H２３ 13回 1,503件 23,745,474円 

H２４ 16回 1,285件 18,928,287円 

H２５ 16回 1,621件 24,851,487円 

H２６ 16回 1,799件 34,092,774円 

 

‐　15　‐



‐　16　‐

平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

　負担の公平等の見地から、その解消

に向けて一層の取組みを行う。

・定期的に夜間臨戸徴収や休日徴収、電話催告（夜間含む）を

　実施した。

・平成２５年度に明渡し請求書を２件送付した。うち１件は平成

　２６年度に訴訟を提起し、退去となった。

・平成２６年度から雇用促進住宅家賃を含めた滞納整理を行っ

　た。

順調

　平成２１年度と比較し、収納率は現

年分・滞繰分ともに向上し、収入未済

額の合計は減少した。

　支払い能力がありながら納付のない

者に対し、支払督促等を実施してい

く。

第３次アクションプランへ継承

･№３２ 税外債権の収納率の向上

　負担の公平等の見地から、その解消

に向けて一層の取組みを行う。

・臨戸訪問や電話・文書催告を随時行った。

・同意を得たうえで児童手当を現金化し、滞納へ充当した。

・保育所長による納付指導を行った。

・悪質な場合は勤務先への給与照会を行い、差押えが可能か検討

　した。

順調

　平成２１年度と比較し、収納率は現

年分・滞繰分ともに向上し、収入未済

額の合計は減少した。

　今後も新規滞納者を増やさないよう

保育所を通じての督促等や、面談によ

る納付交渉を行っていく。

第３次アクションプランへ継承

･№３２ 税外債権の収納率の向上

№ 取組事項 所管課

※平成26年度数値はすべて決算見込額

44

①

使用料・手数料等の

滞納の解消（市営住

宅家賃等）

財政課

44

②

使用料・手数料等の

滞納の解消（保育

料）

子育て支援課

内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

点検
（CHECK)

滞繰分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

H２１ 12,659,220 3,826,120 0 8,833,100 30.22％ 

H２２ 16,286,800 4,061,000 2,627,100 9,598,700 24.93％ 

H２３ 15,917,400 4,486,200 641,000 10,790,200 28.18％ 

H２４ 18,502,000 7,336,900 235,500 10,929,600 39.65％ 

H２５ 15,024,100 5,463,000 34,200 9,526,900 36.36％ 

H２６ 12,161,400 4,290,600 75,000 7,795,800 35.28％ 

 

Ｈ２１ 収入未済額合計（現年分＋滞繰分） 20,852,870 円 

Ｈ２６ 収入未済額合計（現年分＋滞繰分）   6,254,320 円 

      差引                  ▲14,598,550 円 

Ｈ２１ 収入未済額合計（現年分＋滞繰分） 16,286,800 円 

Ｈ２６ 収入未済額合計（現年分＋滞繰分） 10,910,300 円 

      差引                   ▲5,376,500円 

現年分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

H２１ 33,869,900  31,484,100 0 2,385,800 92.96％ 

H２２ 34,075,800 32,099,400 0 1,976,400 94.20％ 

H２３ 33,785,900 32,000,100 0 1,785,800 94.71％ 

H２４ 33,827,200 32,036,900 0 1,790,300 94.71％ 

H２５ 34,226,300 32,735,000 0 1,491,300 95.64％ 

H２６ 58,906,100 57,455,100 0 1,451,000 97.54％ 

 

 単位：円  単位：円 

現年分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

H２１ 429,214,500 421,760,800 0 7,453,700 98.26％ 

H２２ 417,033,600 410,638,900 76,000 6,318,700 98.47％ 

H２３ 413,560,500 405,848,700 0 7,711,800 98.14％ 

H２４ 401,452,700 397,358,200 0 4,094,500 98.98％ 

H２５ 404,560,700 401,926,200 0 2,634,500 99.35％ 

H２６ 342,433,500 339,319,000 0 3,114,500 99.09％ 

 

 単位：円  単位：円 

滞繰分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

H２１ 21,201,300 2,235,630 498,600 18,467,070 10.54％ 

H２２ 20,852,870 1,812,800 253,200 18,786,870 8.69％ 

H２３ 20,763,270 1,627,100 393,300 18,742,870 7.84％ 

H２４ 20,532,270 1,574,200 14,129,600 4,828,470 7.67％ 

H２５ 6,618,770 1,946,000 327,700 4,345,070 29.40％ 

H２６ 6,759,270 1,433,650 522,300 4,803,320 21.21％ 

 



平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

　負担の公平等の見地から、その解消

に向けて一層の取組みを行う。

・学校との連携を深め、未納者の減少に努めた。

・経済的な困窮者に対し、就学援助等の支援制度を紹介した。

・電話や文書による催告、訪問徴収を行った。

・各校の事務担当者からの督促を依頼し、収納率の低い学校に

　対しては校長会で督促強化を依頼した。

・保護者からの申出書により児童手当からの徴収を実施した。

順調

　平成２１年度と比較し、収納率は現

年分・滞繰分ともに向上し、収入未済

額の合計は減少した。

　支払い能力がありながら納付がない

場合は法的手段を講じるなど、徴収強

化に努める。

第３次アクションプランへ継承

･№３２ 税外債権の収納率の向上

　負担の公平等の見地から、その解消

に向けて一層の取組みを行う。

・随時、督促状、催告書を送付した。

・随時、電話催告、訪問徴収を実施した。

・翌年度の利用は、滞納を解消したうえで許可をした。

・納付意思がない者に対し、支払督促を行った。

順調

　平成２３年度と比較し、収納率は現

年分・滞繰分ともに向上し、収入未済

額の合計は減少した。

　今後も基本的な徴収対策を継続しつ

つ、裁判所からの支払督促も合わせて

行っていく。

第３次アクションプランへ継承

･№３２ 税外債権の収納率の向上

※平成26年度数値はすべて決算見込額

主な取組実績
（DO)

点検
（CHECK)

44

③

使用料・手数料等の

滞納の解消（給食

費）

学校教育課

44

④

使用料・手数料等の

滞納の解消（放課後

児童クラブ受託料）

*H２４追加項目

学校教育課

№ 取組事項 所管課
内容
（PLAN)

滞繰分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

H２１ 12,335,935 575,010 0 11,760,925 4.66％ 

H２２ 13,941,967 415,750 0 13,526,217 2.98％ 

H２３ 15,492,498 390,815 0 15,101,683 2.52％ 

H２４ 16,344,037 1,834,374 227,686 14,281,977 11.22％ 

H２５ 15,565,272 4,632,025 3,959,502 6,973,745 29.76％ 

H２６ 8,285,965 2,887,053 0 

 

5,398,912 34.84％ 

 

滞繰分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

H２３ 2,090,000 383,000 0 1,707,000 18.33％ 

H２４ 2,463,500 1,143,500 164,000 1,156,000 46.42％ 

H２５ 1,286,000 705,000 5,000 576,000 54.82％ 

H２６ 606,000 147,600 5,000 453,400 

 

24.36％ 

 

Ｈ２１ 収入未済額合計（現年分＋滞繰分） 13,941,967  円 

Ｈ２６ 収入未済額合計（現年分＋滞繰分）  6,793,972 円 

      差引                   ▲7,147,995 円 

Ｈ２３ 収入未済額合計（現年分＋滞繰分） 2,508,500 円 

Ｈ２６ 収入未済額合計（現年分＋滞繰分）   538,400 円 

      差引                  ▲1,970,100  円 

現年分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

H２３ 30,437,000 29,635,500 0 801,500 97.37％ 

H２４ 30,463,000 30,333,000 0 130,000 99.57％ 

H２５ 30,705,000 30,675,000 0 30,000 99.90％ 

H２６ 36,170,000 36,085,000 0 85,000 99.76％ 

 

 単位：円  単位：円 

 単位：円  単位：円 

現年分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

H２１ 284,234,145 282,053,103 0 2,181,042 99.23％ 

H２２ 269,827,891 267,861,610 0 1,966,281 99.27％ 

H２３ 270,313,645 269,064,707 0 1,248,938 99.54％ 

H２４ 278,039,516 276,756,221 0 1,283,295 99.54％ 

H２５ 277,463,291 276,151,071 0 1,312,220 99.53％ 

H２６ 274,536,560 273,141,500 0 1,395,060 99.49％ 
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平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

　負担の公平等の見地から、その解消

に向けて一層の取組みを行う。

・支所を含めて徴収班を編成し、臨戸徴収（休日含む）や電話

　催告を行った。

・差し押さえの実施など、滞納処分を強化した。

・平成２６年度からペイジー口座振替受付サービスを開始した。

順調

　平成２３年度と比較し、収納率は現

年分・滞繰分ともに向上し、収入未済

額の合計は減少した。

　今後も基本的な徴収対策を継続す

る。なお、平成２７年6月分から順次保

険料の平準化を行う。

第３次アクションプランへ継承

･№３２ 税外債権の収納率の向上

　負担の公平等の見地から、その解消

に向けて一層の取組みを行う。

・督促状や催告書の送付、臨戸徴収（休日含む）を行った。

・平成２４年度から休日納税相談窓口、夜間電話催告を開始し

　た。

・財産調査や差し押さえ等、滞納処分を強化した。

・初期滞納者に対し電話催告等を行い、早期に対応した。

順調

　平成２３年度と比較し、収納率は現

年分・滞繰分ともに向上したが、収入

未済額の合計は保険料の改定による大

幅な調定額の増に伴い増加した。

　今後も基本的な徴収対策を継続しつ

つ、財産調査の実施など滞納処分を強

化する。

第３次アクションプランへ継承

･№３２ 税外債権の収納率の向上

№ 取組事項 所管課
内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

点検
（CHECK)

※平成26年度数値はすべて決算見込額

44

⑤

使用料・手数料等の

滞納の解消（後期高

齢者医療保険料）

*H２４追加項目

保険年金課

44

⑥

使用料・手数料等の

滞納の解消（介護保

険料）

*H２４追加項目

高齢者福祉課

滞繰分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

H２３ 3,045,000 1,491,400 211,000 1,342,600 48.98％ 

H２４ 3,403,800 2,148,000 609,000 646,800 63.11％ 

H２５ 3,049,400 2,033,073 108,300 908,027 66.67％ 

H２６ 2,433,027 1,709,327 219,500 504,200 70.26％ 

 

現年分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

H２３ 600,151,654 588,828,783 0 11,322,871 98.11％ 

H２４ 821,173,768 805,539,402 0 15,634,366 98.10％ 

H２５ 868,464,880 851,956,074 0 16,508,806 98.10％ 

H２６ 899,376,560 883,879,876 0 

 

15,496,684 98.28％ 

 

Ｈ２３ 収入未済額合計（現年分＋滞繰分） 3,481,300 円 

Ｈ２６ 収入未済額合計（現年分＋滞繰分） 2,034,150 円 

      差引                  ▲1,447,150 円 

Ｈ２３ 収入未済額合計（現年分＋滞繰分） 21,482,561 円 

Ｈ２６ 収入未済額合計（現年分＋滞繰分） 29,513,705 円 

      差引                   8,031,144 円 

現年分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

H２３ 285,929,500 283,790,800 0 2,138,700 99.25％ 

H２４ 312,254,600 309,779,700 0 2,474,900 99.21％ 

H２５ 323,275,400 321,750,400 0 1,525,000 99.53％ 

H２６ 344,123,700 342,593,750 0 1,529,950 99.56％ 

 

滞繰分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

H２３ 20,790,418 2,533,022 8,097,706 10,159,690 12.18％ 

H２４ 21,311,008 3,661,179 7,569,841 10,079,988 17.18％ 

H２５ 25,586,484 5,326,554 6,139,213 14,120,717 20.82％ 

H２６ 30,355,613 7,303,857 9,034,735 14,017,021 24.06％ 

 

 単位：円  単位：円 

 単位：円  単位：円 

※Ｈ２４の調定額の大幅な増は、保険料の改定によるもの（３年毎に見直し） 



平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

　負担の公平等の見地から、その解消

に向けて一層の取組みを行う。

・平成２４年度から督促状に法的措置について記載し、催告書の

　送付を開始した。

・定期的な訪問徴収や滞納処分強化の啓発を行った。

・納付意思のない者に対し、裁判所からの支払い督促を実施し

　た。

順調

　平成２３年度と比較し、収納率は現

年分・滞繰分ともに向上し、収入未済

額の合計は減少した。

　今後も基本的な徴収対策を継続しつ

つ、裁判所からの支払督促も合わせて

行っていく。

第３次アクションプランへ継承

･№３２ 税外債権の収納率の向上

　負担の公平等の見地から、その解消

に向けて一層の取組みを行う。

・督促状、催告書送付後に個別訪問、電話催告を行った。

・休日、夜間個別訪問を行った。

・所得や預金調査、転出先住所調査を実施した。

・平成２６年４月からペイジー口座振替受付サービスを導入

　した。

順調

　平成２３年度と比較し、収納率は現

年分・滞繰分ともに向上し、収入未済

額の合計は減少した。

　今後も基本的な徴収対策を継続しつ

つ、新規滞納者を出さないよう実態調

査等を行う。

第３次アクションプランへ継承

･№３２ 税外債権の収納率の向上

※平成26年度数値はすべて決算見込額

№ 取組事項 所管課
内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

点検
（CHECK)

44

⑦

使用料・手数料等の

滞納の解消（農業集

落排水使用料）

*H２４追加項目

農水産課

44

⑧

使用料・手数料等の

滞納の解消（下水道

使用料）

*H２４追加項目

下水道課

滞繰分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

H２３ 426,615 67,935 0 358,680 15.92％ 

H２４ 580,492 263,992 59,535 256,965 45.48％ 

H２５ 334,665 59,745 0 274,920 17.85％ 

H２６ 424,125 173,295 0 

250830 

250,830 40.86％ 

 

滞繰分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

H２３ 3,080,396 632,422 146,327 2,301,647 20.53％ 

H２４ 3,805,972 1,627,511 710,597 1,467,864 42.76％ 

H２５ 2,359,990 1,488,908 162,676 708,406 63.09％ 

H２６ 1,478,947 675,281 75,861 727,805 45.66％ 

 

Ｈ２３ 収入未済額合計（現年分＋滞繰分） 609,157 円 

Ｈ２６ 収入未済額合計（現年分＋滞繰分） 354,618 円 

      差引                 ▲254,539円 

Ｈ２３ 収入未済額合計（現年分＋滞繰分） 3,670,948円 

Ｈ２６ 収入未済額合計（現年分＋滞繰分） 1,415,371円 

      差引                 ▲2,255,577 円 

現年分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

H２３ 64,987,354 63,618,053 0 1,369,301 97.89％ 

H２４ 70,862,172 69,971,954 0 890,218 98.74％ 

H２５ 97,551,562 96,781,021 0 770,541 99.21％ 

H２６ 93,357,995 92,670,429 0 687,566 99.26％ 

 

 単位：円  単位：円 

 単位：円  単位：円 

現年分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

H２３ 15,480,305 15,229,828 0 250,477 98.38％ 

H２４ 15,734,460 15,656,760 0 77,700 99.51％ 

H２５ 15,777,768 15,628,563 0 149,205 99.05％ 

H２６ 17,505,234 17,401,446 0 103,788 99.41％ 
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平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

　負担の公平等の見地から、その解消

に向けて一層の取組みを行う。

・住基端末の配置により、無断転居者の住所調査を行った。

・市外転出者に対し、転出先へ訪問し料金回収を行った。

・督促状、給水停止通知を発送した。

・納付意思のない者に対し、裁判所からの支払督促を実施した。

・平成２６年４月からペイジー口座振替受付サービスを導入し

　た。

順調

　平成２３年度と比較し、収納率は向

上し、収入未済額は減少した。

　支払い能力がありながら納付のない

者に対し、支払督促等を実施してい

く。

第３次アクションプランへ継承

･№３２ 税外債権の収納率の向上

　各種団体等への補助金・交付金等に

ついて、制度の運用や補助の効果等を

検証し、見直しを行う。

・平成２２年度に補助金見直しの考え方を新たに作成し、予算編

　成事務説明会で周知を行った。

・平成２３年度に、原則廃止する補助金などの具体例を示した見

　直し方針をまとめ、予算編成事務説明会で周知を行った。

・毎年度、予算見積書の提出時に補助金に関する調査票の提出を

　求め、各課に見直しを依頼した。

概ね順調

　今後も基本方針に基づいた見直しが

進むよう、予算編成事務説明会で各課

に周知をし、働きかけていく。

第３次アクションプランへ継承

･№４２ 補助金・交付金等の見直

 し

№ 取組事項 所管課
内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

点検
（CHECK)

44

⑨

使用料・手数料等の

滞納の解消（水道使

用料）

*H２４追加項目

水道課

45
補助金・交付金等の

見直し

財政課

行政改革推進課

関係課

※平成26年度数値はすべて決算見込額

※水道使用料は企業会計のため、現年度分と滞納繰越分を分けることができず合計で表記 

 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

H２３ 1,529,839,641 1,495,646,907 2,882,070 31,310,664 97.76％ 

H２４ 1,534,277,069 1,502,929,852 1,297,008 30,050,209 97.96％ 

H２５ 1,516,765,980 1,480,614,498 488,880 35,662,602 97.62％ 

H２６ 1,551,605,994 1,520,052,214 525,832 31,027,948 97.97％ 

 

※カッコ内は、補助金からバス運行助成金・災害復旧関係費を除いた件数と要求額 

 単位：円 

予算年度 

（当初） 

運営費補助 事業費補助 合計 対Ｈ２２比 

件数 
金額 

（千円） 
件数 

金額 

（千円） 
件数 

金額 

（千円） 
件数 

金額 

（千円） 

H２２ 99 164,608 87 193,439 186 358,047   

H２３ 91 148,255 97 239,812 188 388,067 

H２４ 84 122,414 
100 

（97） 

321,450 

（259,070） 

184 

（181） 

443,864 

（381,484） 

H２５ 82 98,345 
93 

(92) 

317,492 

(273,659) 

175 

(174) 

415,837 

(372,004) 

H２６ 82 96,823 
96 

(95) 

323,790 

(279,472) 

178 

(177) 

420,613 

(376,295) 

H２７ 81 81,439 
101 

(100) 

330,275 

(284,369) 

182 

(181) 

411,714 

(365,808) 
▲5 7,761 

 



平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

46
各種審議会委員等の

報酬額の見直し

総務課

関係課

　市が委嘱している各種の審議会等の

委員の報酬額又は報償金等の額の見直

しを行う。

・平成２２、２３年度に県内各市の非常勤特別職の報酬額を調査

　した。

・調査の結果、他市と比較しても高額ではなく、地域バランスを

　考慮したうえでも妥当と判断し、見直しは行わないこととし

　た。

実施困難

(H２３)

〔参考〕

　旭市　　　6,000円

　県内平均　6,825円

ー

　長寿祝金について、支給対象者を見

直す。

・平成２２年度から対象者の年齢と支給額を見直した。

・平成２５、２６年度に新たな見直し案を検討したが、さらに

　内容を協議することとし、平成２７年度は現行どおりの支給と

　した。

概ね順調

　平成２７年度に支給対象年齢と支給

額等を協議し、平成２８年度を目途に

見直しを実施する予定。

同左

　介護老人福祉手当について、制度を

見直す。

・平成２２年度から介護老人福祉手当を家族介護慰労金へ名称を

　変え、一人当たりの支給月額を10,650円から8,000円とした。

・平成２６年度から下表のとおり名称と支給月額を見直し、所得

　要件を付した。

完了

(H２５)

　介護を要する高齢者の在宅生活の支

援と、家族の負担軽減が図られた。
ー

47
長寿祝金支給対象者

の見直し
社会福祉課

48
介護老人福祉手当制

度の見直し
高齢者福祉課

№ 取組事項 所管課
内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

点検
（CHECK)

※平成26年度数値はすべて決算見込額

 改正前（～平成 21年度） 改正後（平成 22年度～） 

対象年齢 支給額 対象年齢 支給額 

80～89歳 5,000円   80歳 5,000円   

90～99歳 10,000円   88歳 10,000円   

100歳 30,000円   99歳 20,000円   

100歳以上 10,000円   100歳以上 30,000円   

 支給人数 支給額 対Ｈ２１比 

H２１ 4,840人 27,900,000 円 - 

 H２２※ 1,542人 10,995,000 円 ▲16,905,000円 

H２３ 1,030人 7,965,000円 ▲19,935,000円 

H２４ 1,063人 8,120,000円 ▲19,780,000円 

H２５ 1,010人 8,035,000円 ▲19,865,000円 

H２６ 1,070人 8,725,000円 ▲19,175,000円 

 ※Ｈ22は特例給付あり 

 

 改正前(～平成 21 年度) 改正①（平成 22年度～） 改正②（平成 26 年度～） 

名 称 介護老人福祉手当 家族介護慰労金 家族介護支援金 

支給額（月額） 10,650円 8,000円 12,000円 

所 得 要 件 なし なし 
市民税非課税または 

市民税所得割非課税世帯 

※Ｈ26は旧制度の適用者あり 

 支給人数 支給額 対Ｈ２１比 

H２１ 136人 12,130,350 円 - 

H２２ 142人 9,056,000円 ▲3,074,350円 

H２３ 144人 8,648,000円 ▲3,482,350円 

H２４ 126人 7,080,000円 ▲5,050,350円 

H２５ 125人 7,304,000円 ▲4,826,350円 

Ｈ２６ 175人 9,052,000円 ▲3,078,350円 
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　　②公共施設の統廃合

平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

49
公共施設の活用方針

の策定

行政改革推進課

施設所管課

　合併により重複することとなった設

置目的を同じくする施設について、統

廃合又は活用方針を策定する。

・平成２２年５月に公共施設の見直しの基本方針を策定し、公共

　施設の現状を調査した。

・調査結果を元に各課ヒアリングを実施し、平成２３年８月に

　公共施設の活用方針(案）を作成した。

・震災被害により見直しが必要になった部分の修正を行い、平成

　２３年８月に公共施設の活用方針を策定した。

完了

(H２３)

　廃止や転用など、各施設の方向性を

示すことができた。

　今後の整備方針等は、平成２８年度

に策定する公共施設等総合管理計画で

定めるものとする。

ー

50
公共施設の有効活用

*H２４追加項目

施設所管課

行政改革推進課

　公共施設の活用方針に基づき、同一

機能を有する公共施設について、統廃

合の検討や市域全体での効率化を図

り、有効活用していく。

・№４９で定めた方針に基づき、施設の廃止等を行った。

・公共施設白書の策定に向け、平成２５年度に将来の人口や建物

　の更新費用の推計などをまとめた。

・平成２６年６月に旭市公共施設白書を策定し、公共施設の現状

　と課題の周知活動を行った。

概ね順調

　今後策定する公共施設等総合管理計

画により、公共施設の最適な配置を目

指していく。

第３次アクションプランへ継承

･№４８ 施設総量の最適化

･№４９ 施設機能の再配置

･№５３ 予防保全の推進

･№５４長寿命化の推進

･№６０ 他用途への転用及び多機

 能化の推進

･№６２ 余剰スペースの貸し付け

 と売却

51 新庁舎建設の検討
総務課

行政改革推進課

　既存の公共施設の整理を進めていく

とともに新庁舎の建設について検討す

る。

・平成２４年８月の庁舎建設検討委員会により、新庁舎建設に

　係る基本指針を策定した。また、ワーキンググループによる検

　討会を開催し、調査検討事項をまとめた。

・平成２５年２月に東京都青梅市の庁舎を視察した。

・新庁舎建設市民会議やパブリックコメントによりいただいた

　市民等の意見も参考にしながら、平成２６年３月に新庁舎建設

　基本構想を決定した。

・平成２６年８月に建設候補地についてパブリックコメントを実

　施した。

・平成２６年１０月に新庁舎建設市民会議より文化の杜公園ゲー

　トエリア付近がふさわしいとの提言書が提出された。

・都市整備課との調整を図りながら、都市計画の変更手続きを優

　先して行うこととし、新庁舎建設基本計画は都市計画変更手続

　き終了後に策定することとした。

停滞

　候補地の旭文化の杜公園との調和を

図り、公園及び庁舎双方の機能アップ

が図れるよう公園管理担当課である都

市整備課と協議を重ねながら都市計画

変更手続きを進める。その後に建設地

を決定し、新庁舎建設基本計画及び設

計業務を実施する。なお事業進捗に際

しては、都市整備課と調整を図りなが

ら、並行して市民会議や議会へ説明を

行い意見を取り入れていく。

第３次アクションプランへ継承

･№１ 新庁舎の建設と機能集約

52
干潟シルバー活力セ

ンターの廃止
社会福祉課

　シルバー活力センターについては、

施設の老朽化により耐震基準を満たさ

ない状況となり、利用頻度も低下して

いることから廃止する。

・平成２２年７月に解体工事を完了し、地権者へ跡地を返還し

　た。

完了

(H２２)

　耐震基準を満たしていない老朽化し

た施設を廃止することができた。
ー

内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

点検
（CHECK)№ 取組事項 所管課



平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

53 青少年憩の家の廃止 生涯学習課

　青少年憩の家については、施設の老

朽化により耐震基準を満たさない状況

となり、利用頻度も低下していること

から廃止する。

・平成２３年３月に解体工事を完了し、県へ跡地を返還した。
完了

(H２２)

　耐震基準を満たしていない老朽化し

た施設を廃止することができた。
ー

54 山の家の廃止 社会福祉課

　山の家については、施設も老朽化

し、利用頻度も低下していることから

廃止する。

・平成２２年１２月に解体工事を完了し、茅野市へ跡地を返還し

　た。

完了

(H２２)

　老朽化し、利用頻度の低下した施設

を廃止することができた。
ー

55
大原幽学キャンプ場

の廃止
生涯学習課

　大原幽学キャンプ場については、施

設が老朽化し、利用頻度も低下してお

り、同一施設として海上キャンプ場を

県から移管を受けたことに伴い廃止す

る。

・平成２２年７月に撤去工事を完了した。

・跡地については地権者と協議し、土地賃貸借契約期間を平成

　２４年３月３１日をもって終了として返還した。

完了

(H２３)

　老朽化し、利用頻度の低下した施設

を廃止することができた。

　廃止後は、海上キャンプ場を活用し

ていくこととした。

ー

56

①

学校給食センター、

保育所等の統廃合

（学校給食セン

ター）

学校教育課

・平成２２年度に新たな学校給食センターの基本・実施設計を

　作成し、地質調査や造成工事を行った。

・平成２３年３月の震災により、旧第二学校給食センターが使用

　不能となった。

・平成２３年度から新たな学校給食センターの建設工事に着手し

　平成２４年9月から第二学校給食センターとして稼動した。

・平成２４年７月に第三学校給食センターは業務を終了した。

完了

(H２４)

　より衛生的で安心、安全な学校給食

を提供することができ、調理業務の労

働環境の向上が図られた。

ー

56

②

学校給食センター、

保育所等の統廃合

（保育所）

子育て支援課

・平成２２年度に旭市公立保育所再編構想を策定した。

・平成２３年３月末をもって塙保育所を閉所した。

・平成２３年度に飯岡地域の保育所の統合に向けた検討委員会を

　立ち上げ、意見を集約しながら平成２４年度に基本・実施設計

　を作成した。

・平成２５年度に建設工事を行った。

・平成２６年３月末をもって飯岡中央保育所、三川保育所を閉所

　した。

・平成２６年度からいいおか保育所（統合保育所）を開所した。

完了

(H２６)

　老朽化した施設を新設し、保育環境

が改善された。また、専用室での一時

預かり事業により、子育て支援サービ

スが向上した。

　統合により、経常的経費を削減する

ことができた。

第３次アクションプランへ継承

･№５０ 保育所の再編

※保育所全体の再編を検討する

ため

57
施設開催講座等の運

営の一元化
生涯学習課

　社会教育施設等において個々に開催

されている講座・教室について、運営

を一元化し、学習の名目又は内容を同

じくする講座等について統廃合を図

る。

・海上公民館を中心として、公民館施設での講座運営の一元化

　を目指し協議を進めた。

・平成２５年度から働く婦人の家を第二市民会館とし、商工観光

　課から生涯学習課へと移管した。

・長期間活動が継続している団体に対し、サークル活動などの自

　主活動への移行を促し、数団体が移行した。

・平成２６年度から青年の家の講座を第二市民会館へ移行した。

概ね順調

　生涯学習施設と開催講座の運営一元

化に向け、さらに見直しを進めてい

く。

第３次アクションプランへ継承

･№１０ 施設開催講座等の運営の

 一元化

取組事項 所管課
内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

点検
（CHECK)№

学校給食センター、保育所等につい

て、施設の改築等に併せて統廃合を検

討する。

‐　23　‐



‐　24　‐

　　③未利用資産の処分

平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

58
未利用資産の活用方

針の策定
財政課

　現在未利用状態にある市有地、公共

施設の統廃合または移設に伴い遊休地

となる市有地について、活用方針を策

定する。

・平成２３年１０月に設置した、未利用資産の利活用に関する有

　識者会議から意見をいただきながら、平成２４年３月に未利用

　地等利活用方針基準及び未利用地利活用計画を策定した。

完了

(H２３)

　基準に沿って未利用地を仕分けし、

計画に沿って処分等を進めた。（実績

は№５９のとおり）

ー

　未利用地を利活用方針基準に基づき

分類し、その方向性に沿って処分や利

活用を図っていく。

・平成２４年３月に策定した未利用地利活用計画に基づき、処

　分検討地、継続保有地、公共事業予定地に仕分けをした。

・平成２５年度からインターネット公有財産売却システムにより

　売却の可能性の高い土地を公募入札にかけ売却した。

・隣接地の譲渡希望へ売却を行った。

順調

　未利用地の維持管理費用を削減する

ことができ、処分や貸付により収入を

確保した。

第３次アクションプランへ継承

･№３５ 土地の有益処分

60 公売方式の導入 財政課

　未利用状態にある普通財産について

公売方式を導入して処分を推進し、管

理経費の節減と財源の確保に努める。

・平成２４年度にインターネット公有財産売却システムの運用を

　開始した。

・平成２５年度に、入札による売却が妥当と判断した土地の処分

　をインターネット公有財産売却システムにより行った。

完了

(H２５)

　未利用地の維持管理費用が削減さ

れ、売却処分により収入を確保した。
ー

点検
（CHECK)

59

未利用地利活用計画

の推進

*H２４追加項目

財政課

※平成26年度数値はすべて決算見込額

№ 取組事項 所管課
内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

〔土地の処分の状況〕 

 処分面積 件数 筆数 売却額 

H２２ 1,205.40㎡ 12 16 22,331,548円 

H２３ 1,118.62㎡ 10 13 15,847,679円 

H２４ 397.17㎡ 5 5 7,026,765円 

H２５ 2,602.22㎡ 8 8 36,768,830円 

H２６ 2,237.22㎡ 6 10 20,598,743円 

計 7,560.63㎡ 41 52 102,573,565円 

 

  〔未利用地の状況〕 

 筆数 面積 

普通財産 689 384,849.58㎡ 

 うち貸付地 173 80,540.93㎡ 

未利用地 516 304,308.65㎡ 

 

 ※平成27年3月31日現在 

 ※平成27年3月31日現在 

  〔未利用地の分類〕 

分類 筆数 面積 備考 

処分検討地 

旧海上中学校 62 27,137.24㎡  

旧海上中学校以外 125 37,098.48㎡  

小計 187 64,235.72㎡  

継続保有地 328 239,504.32㎡  

公共事業予定地 1 568.61㎡ 旧海上分署 

合計 516 304,308.65㎡  

 



平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

61

①

公共施設跡地の処分

（旧学校用地）

財政課

庶務課

・海上中学校跡地については、平成２４年度に測量調査を実施し

　平成２５、２６年度と抵当権の抹消、合筆登記などを行い整理

　を進めている。

・飯岡中学校は新校舎の建設が遅れたため、推進期間内に跡地処

　分まで至らなかった。

停滞

　海上中学校跡地は、敷地内の無番地

の土地の境界確定を進める。

　飯岡中学校は平成２７年度に旧校舎

を解体し、土地利用調整会議で跡地利

用を検討する。

第３次アクションプランへ継承

･№３５ 土地の有益処分

61

②

公共施設跡地の処分

（第２学校給食セン

ター用地）

学校教育課

・平成２４年３月に跡地利用について土地利用調整会議に諮り、

　普通財産として財政課に引き継ぐことを決定した。

・平成２４年９月に建物の解体を完了した。

・跡地の測量等を行い境界を確定し名義変更などをしたうえで、

　平成２５年１１月に財政課へ所管を移した。

完了

(H２５)

　平成２６年１２月にインターネット

公有財産売却による払い下げを行っ

た。

ー

61

③

公共施設跡地の処分

（第３学校給食セン

ター用地）

学校教育課

・平成２４年３月に跡地利用について土地利用調整会議に諮り、

　干潟中学校用地として利用するため、庶務課へ引き継ぐことを

　決定した。

・その後、消防分団庫の建設用地として一部利用したい旨の申し

　出が消防本部からあり、平成２４年１１月に再度土地利用調整

　会議に諮り、庶務課及び消防本部へ引き継ぐことを決定した。

・平成２４年１２月に建物の解体を完了した。

・平成２５年３月に庶務課及び消防本部へ所管を移した。

完了

(H２４)

　干潟中学校用地、消防分団庫用地と

して活用していく。
ー

61

④

公共施設跡地の処分

（飯岡分署用地）
消防本部

・平成２４年１１月に跡地利用について土地利用調整会議に諮り

　津波避難タワーの建設用地として利用するため、総務課へ引き

　継ぐことを決定した。

・平成２５年１０月に総務課へ所管を移した。

完了

(H２５)

　平成２６年１１月に津波避難タワー

が完成した。
ー

№ 取組事項 所管課
内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

点検
（CHECK)

　施設の移転、または統廃合により生

じた跡地について、その方向性を決定

し、活用または処分を推進する。
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　（３）公正で透明な行財政運営の確立

　　①市民参画による行政運営

平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

62
審議会委員等の公募

の推進

企画政策課

関係課

　審議会等委員の選定にあたっては、

公募委員枠を可能な限り設け、一般市

民の行政への参画を積極的に受け入れ

る。

・平成２４年３月に策定した後期基本計画において、市民参画・

　協働の促進分野の実施事業として「委員の公募」を明記した。

・公募委員の登用状況を調査し、各課の状況を把握したうえで、

　各課に登用を推進した。

順調
　新たな委員会等を設置する場合に、

公募委員を登用することが定着した。
各課で公募を推進していく

63
審議会等における女

性委員の登用

市民生活課

関係課

　本市のまちづくりに偏りのない多様

な意見を反映させるため、審議会等に

おける女性委員の登用を積極的に進め

る。

・毎年度、各種審議会等の所管課に女性委員の登用状況を調査し

　た。

・平成２６年３月に男女共同参画計画を策定した。

概ね順調

〔女性委員の登用率〕

　平成２２年度　１６.５％

　平成２６年度　１９.１％

各課で登用を推進していく

64
パブリックコメント

制度の導入
企画政策課

　市の基本的な計画や重要な施策を策

定する際、その素案を市民に公表し、

それに対する意見等を考慮して計画等

を策定していくパブリックコメント制

度を導入する。

・平成２２年度に先進事例などを調査し、要綱の案を作成した。

・平成２３年度に制度導入によるメリットやデメリットを検証し

　さらなる検討を進めた。

・平成２４年４月に旭市パブリックコメント実施要綱を制定し、

　パブリックコメントを実施する際の指針とした。

完了

(H２４)

　要綱の制定により、各課が統一した

基準でパブリックコメントを実施する

ことができ、広く市民等から意見を募

集することができた。

第３次アクションプランへ継承

･№２５ 市民ニーズの把握

･№２５ 市民ニーズの利活用

№ 取組事項 所管課
内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

点検
（CHECK)



　　②市民に対する情報発信

平成２７年度以降の取り組み
（ACTION)

進捗状況 結果・今後の課題等 取組内容

65
市民にわかりやすい

予算等の公表

財政課

公営企業等所管課

　予算、決算、公営企業の経営状況等

について、広報やホームページ等によ

り、市民にわかりやすくなるような工

夫を講じながら、積極的に公表してい

く。

・毎年度、市の家計簿（６月）、財政状況（１１月）を広報あさ

　ひへ掲載した。また、ホームページへ予算・決算・財政諸表・

　財政計画・財政情報を掲載した。

・平成２４年から広報あさひ４月１日号へ、主要事業の内容と

　事業費を掲載した。

・平成２５年度からホームページへ予算編成状況を掲載し、予算

　編成の流れを公表した。

概ね順調

　市民への分かりやすさを基本に工夫

し、広報あさひやホームページに財政

情報を掲載した。

　今後も優れた事例を参考にしなが

ら、誰もが理解しやすいような掲載内

容を検討していく。

第３次アクションプランへ継承

･№２９ 市民にわかりやすい予算

 等の公表

66
市の重要施策及び実

施事業の公表

秘書広報課

企画政策課

　市の重要施策及び実施事業につい

て、広報やホームページ等により積極

的に公表し、説明及び周知する。

・平成２４年１０月に、より親しまれる広報紙を目指して市民ア

　ンケートを行い、紙面の充実に生かすことができた。

・平成２５年度から、毎月１５日号の広報に教育委員会のコー

　ナー「学びのひろば旭」を設け、教育委員会の活動や学校情報

　などを広く市民に紹介することができた。

・平成２６年３月からFacebookによる情報発信を行い、市民と

　行政との交流促進を図った。

・平成２６年１２月に、市の業務等を掲載した「くらしの便利

　帳」を新たに作成し、市内全戸に配付した。

順調

　広報あさひの紙面の充実を常に図る

ことで、市民に親しまれ、手に取って

もらえるような広報紙づくりに努め

た。また、ホームページへの情報掲載

を積極的に各課へ働きかけた。

第３次アクションプランへ継承

･№２７ 市の重要施策及び実施

 事業の公表

67
職員の給与・勤務条

件・定数の公表
総務課

　定員・給与等の状況を市民が理解し

やすいような工夫を積極的に講じなが

ら公表していく。

・旭市人事行政の運営等の状況等の公表に関する条例に基づき、

　人事行政運営及び給与等の状況を広報あさひ及びホームペー

　ジで公表した。

順調

　市民に公表することで、公正性、透

明性を図ることができた。

　他団体での公表方法を参考に、市民

が理解しやすい公表方法をさらに検討

していく。

第３次アクションプランへ継承

･№２８ 職員の給与・勤務条件・

 定数の公表

68
行政改革進捗状況の

公表
行政改革推進課

　行政改革の推進にあたっては、絶え

ず点検を行い、その進捗状況について

市民に公表していく。

・市ホームページへ、第１次・第２次アクションプラン及びその

　進捗状況、行政改革推進委員会の会議概要、事務事業評価の結

　果を掲載し、市の行政改革に関する取り組みを公表した。

順調

　市の行政改革の取り組みを広く周知

することができた。

　平成２７年４月に策定した第３次ア

クションプランは、複数の公共施設に

配置し、多くの市民の目に触れるよう

にした。

第３次アクションプランへ継承

･№３０ 行政改革アクションプラ

 ンの公表

№ 取組事項 所管課
内容
（PLAN)

主な取組実績
（DO)

点検
（CHECK)
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Ⅶ 歳入確保及び経費節減の効果額 

 

 

第２次アクションプラン推進期間の効果額 ２，４０２，３７４千円 

 

 

 

 第２次アクションプランの取り組みによる財政効果額（見込）の内訳は次のとおり

です。 

 

（１）市民ニーズに即応できる行政基盤の確立 

■職員数・人件費の抑制 

職員削減数 71人  

人件費抑制額 1,313,172千円  

・№７ 第２次定員適正化計画に基づくさらなる職員数の削減 

定員適正化計画に基づく定員管理や、国・県等の給与制度の改革を踏まえた給与の適正化、時

間外勤務手当の縮減等により、人件費を削減しました。 

 

◎職員数の削減状況      

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計  

8人 16人 17人 17人 13人 71人  

       

◎人件費（給料、各種手当、共済費）削減効果の累計    

  1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 累計額 

H22年度 51,731千円 51,731千円 51,731千円 51,731千円 51,731千円 258,655千円 

H23年度 － 69,043千円 69,043千円 69,043千円 69,043千円 276,172千円 

H24年度 － － 173,428千円 173,428千円 173,428千円 520,284千円 

H25年度 － － － 112,725千円 112,725千円 225,450千円 

H26年度 － － － － 32,611千円 32,611千円 

計 51,731千円 120,774千円 294,202千円 406,927千円 439,538千円 1,313,172千円 

 

※ただし、H26 年度決算が確定していないため見込額 
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■事務事業の再編、整理・廃止、統合 

 ① ＋ ② ＋ ③ 

 

・№１８ 支所における水道料金に納入通知書再発業務の廃止 

◎システム賃借料（支所分）（H22年 4月～）    

廃止前（H21年度実績） 404,460円    

廃止後（H22年度実績） 0円    

削減額 404,460円    

 

◎経費削減効果の累計      

廃止に 

よる効果 

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計 

404,460円 404,460円 404,460円 404,460円 404,460円 2,022,300円 

 

・№２８ 新学校給食センター調理業務等の民間委託 

◎配送業務（H24年 9月～）  ※H24年度実績は比較のため 1年分で計上 

委託前（H23年度実績） 21,985,714円 対 H23比 

委託後 

(H24年度実績) 15,691,500円 6,294,214円 

(H25年度実績) 15,691,500円 6,294,214円 

(H26年度実績) 16,139,827円 5,845,887円 

計  18,434,315円 

  

・№３１ 消防団再編による施設の計画的な整備 

◎消防団に係る維持管理費     

 
車両 消防庫 団員 維持管理費計 対 H21比 

台数 金額（円） 棟数 金額（円） 人数 金額（円） 金額（円） 削減効果額（円） 

H21年度 60台 5,559,562 60棟 888,167 1,032人 44,351,754 50,799,483 － 

H22年度 55台 6,027,459 55棟 1,937,104 1,007人 39,492,145 47,456,708 3,342,775 

H23年度 51台 5,304,725 51棟 2,607,918 987人  30,619,964 38,532,607 12,266,876 

H24年度 49台 5,559,348 49棟 2,879,679 964人 29,198,961 37,637,988 13,161,495 

H25年度 49台 5,368,205 49棟 4,321,748 935人  28,228,500 37,918,453 12,881,030 

H26年度 49台 6,322,077 49棟 3,499,887 902人 27,361,250 37,183,214 13,616,269 

削減数 11台 － 11棟 － 130人 － － 55,268,445 

 

効果額 75,725千円  

① 

② 

③ 
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（２）健全で効率的な財政基盤の確立 

■財政の健全化（徴収対策の取り組み） 

 ①～⑪ 

 ⑫～○22  

 

・№４０ 市税収納率の向上 

◎市税     

  H21年度 H26年度 増減(A) H26年度調定額(B) 効果額(A×B) 

現年分収納率 95.57％ 97.07％ 1.5％ 7,291,259,557円 109,368,893円 

① 

  H21年度 H26年度 効果額 

滞繰分収入未済額 1,071,579,729円  851,913,347円 219,666,382円 

                        ⑫ 

◎国民健康保険税     

  H21年度 H26年度 増減(A) H26年度調定額(B) 効果額(A×B) 

現年分収納率 87.22％ 89.64％ 2.42％ 2,699,138,000円 65,319,140円 

② 

  H21年度 H26年度 効果額 

滞繰分収入未済額 988,872,480円  768,460,372円 220,412,108円 

                         ⑬ 

・№４４ 使用料・手数料等の滞納の解消 

◎市営住宅家賃等     

  H21年度 H26年度 増減(A) H26年度調定額(B) 効果額(A×B) 

現年分収納率 92.96％ 97.54％ 4.58％ 58,906,100円 2,697,899円 

③ 

  H21年度 H26年度 効果額 

滞繰分収入未済額 18,467,070円  4,803,320円 13,663,750円 

                             ⑭ 

現年分収納率向上による増収効果 189,120千円  

滞納繰越分収入未済額の削減効果 461,341千円  
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◎保育料     

  H21年度 H26年度 増減(A) H26年度調定額(B) 効果額(A×B) 

現年分収納率 98.26％ 99.09％ 0.83％ 342,433,500円 2,842,198円 

④ 

  H21年度 H26年度 効果額 

滞繰分収入未済額 8,833,100円  7,795,800円 1,037,300円 

        ⑮  

◎給食費     

  H21年度 H26年度 増減(A) H26年度調定額(B) 効果額(A×B) 

現年分収納率 99.23％ 99.49％ 0.26％ 274,536,560円 713,795円 

⑤ 

  H21年度 H26年度 効果額 

滞繰分収入未済額 11,760,925円  5,398,912円 6,362,013円 

                           ⑯ 

◎放課後児童クラブ受託料（H24年度追加項目）    

  H23年度 H26年度 増減(A) H26年度調定額(B) 効果額(A×B) 

現年分収納率 97.37％ 99.76％ 2.39％ 36,170,000円 864,463円 

⑥ 

  H23年度 H26年度 効果額 

滞繰分収入未済額 1,707,000円  453,400円 1,253,600円 

                           ⑰ 

◎後期高齢者医療保険料（H24年度追加項目）    

  H23年度 H26年度 増減(A) H26年度調定額(B) 効果額(A×B) 

現年分収納率 99.25％ 99.56％ 0.31％ 344,123,700円 1,066,783円 

⑦ 

  H23年度 H26年度 効果額 

滞繰分収入未済額 1,342,600円  504,200円 838,400円 

                           ⑱ 

◎介護保険料（H24年度追加項目）    

  H23年度 H26年度 増減(A) H26年度調定額(B) 効果額(A×B) 

現年分収納率 98.11％ 98.28％ 0.17％ 899,376,560円 1,528,940円 

⑧ 

  H23年度 H26年度 効果額 

滞繰分収入未済額 10,159,690円  14,017,021円 ▲3,857,331円 

                        ⑲ 
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◎農業集落排水使用料（H24年度追加項目）    

  H23年度 H26年度 増減(A) H26年度調定額(B) 効果額(A×B) 

現年分収納率 98.38％ 99.41％ 1.03％ 17,505,234円 180,304円 

⑨ 

  H23年度 H26年度 効果額 

滞繰分収入未済額 358,680円  250,830円 107,850円 

                           ⑳ 

◎下水道使用料（H24年度追加項目）    

  H23年度 H26年度 増減(A) H26年度調定額(B) 効果額(A×B) 

現年分収納率 97.89％ 99.26％ 1.37％ 93,357,995円 1,279,005円 

⑩ 

  H23年度 H26年度 効果額 

滞繰分収入未済額 2,301,647円  727,805円 1,573,842円 

   ○21  

◎水道使用料（H24年度追加項目）    

  H23年度 H26年度 増減(A) H26年度調定額(B) 効果額(A×B) 

収納率 97.76％ 97.97％ 0.21％ 1,551,605,994円 3,258,373円 

⑪ 

  H23年度 H26年度 効果額 

収入未済額 31,310,664円  31,027,948円 282,716円 

※水道使用料は企業会計のため、現年度分と滞納繰越分を        ○22  

 分けることができず合計で表記 
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■財政の健全化（その他の取り組み） 

 ① ＋ ② 

 

・№４７ 長寿祝金支給対象者の見直し 

◎支給状況       

 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計 

支給人数（人） 4,840 1,542 1,030 1,063 1,010 1,070 － 

 削減数(対 H21比) - 3,298 3,810 3,777 3,830 3,770 18,485 

支給額（千円） 27,900 10,995 7,965 8,120 8,035 8,725 － 

 削減額(対 H21比) - 16,905 19,935 19,780 19,865 19,175 95,660 

 

 

・№４８ 介護老人福祉手当制度（家族介護慰労金）の見直し 

◎支給状況       

 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 計 

支給人数（人） 136 142 144 126 125 175 － 

 削減数(対 H21比) - 6 8 10 11 39 32 

支給額（千円） 12,130  9,056  8,648 7,080  7,304 9,052  － 

 削減額(対 H21比) - 3,074 3,482 5,050 4,826 3,078 19,510 

 

効果額 115,170千円  

① 

② 
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■公共施設の統廃合 

効果額 145,272千円  

 

・№５０ 公共施設の有効活用 

 施 設 名 推進期間の効果額累計 

H22年度 シルバー活力センター 5,486千円 

青少年憩の家 4,188千円 

蓼科高原山の家 15,341千円 

大原幽学キャンプ場 3,446千円 

H23年度 塙保育所 4,919千円 

海上分署 44,468千円 

八軒町児童遊園 80千円 

旧公益質屋・水防倉庫 7千円 

下永井公衆トイレ 4,003千円 

H24年度 飯岡分署 32,118千円 

海上庭球場 - 

教職員住宅 45千円 

市営墓地（如来堂） - 

H25年度 旧第２学校給食センター 13,515千円 

第３学校給食センター 8,569千円 

農村環境改善センター 5,160千円 

 H26年度 三川保育所 2,591千円 

飯岡中央保育所 1,316千円 

太田宿児童遊園 20千円 

合計  145,272千円 

※施設の廃止等による維持管理費用の削減額累積 
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■ 未利用資産の処分 

件 数 41件  

面 積 7,560.63㎡  

金 額 102,574千円  

 

・№５９ 未利用地利活用計画の推進 

◎未利用資産の払い下げ実績 

 件数 面積 金額 

H22年度 12件 1,205.40㎡ 22,331,548円 

H23年度 10件 1,118.62㎡ 15,847,679円 

H24年度 5件 397.17㎡ 7,026,765円 

H25年度 8件 2,602.22㎡ 36,768,830円 

H26年度 6件 2,237.22㎡ 20,598,743円 

合計 41件 7,560.63㎡ 102,573,565円 

 

 


