
内部評価の対象とする改革事項：　　４２項目

A評価 ：　　１８件

B評価 ：　　２２件

C評価 ：　　　２件
   年度達成基準（年度ごとの具体的な取組内容）
 として定めた事項をやり遂げることができなかった。

　　　　　　　　　　　　　　（各項目ごとの評価内容については、一覧表を参照）

第２次南砺市行政改革実施計画［第２期］（H２９～H３１)の
平成２９年度実績に対する評価（案）について

●  平成２８年度に策定した「第２次南砺市行政改革実施計画［第２期］」について、着実
   に実行し、３年間の計画期間でより高い成果につながるよう、平成２９年度から四半期
   ごとの進捗管理を実施。
　　 指標を定めた改革事項４２項目の進捗状況について、各担当課から進捗状況確認
   シートにより報告を受けた。

●  今回は、平成２９年度（進捗管理１年目）の実績についてとりまとめ、内部で検討し、
   評価（案）を作成した。

平成２９年度実績に対する評価（案）

   年度達成基準（年度ごとの具体的な取組内容）
 として定めた事項をやり遂げ、年度目標値を達成
 した。

   年度達成基準（年度ごとの具体的な取組内容）
 として定めた事項をやり遂げたが、年度目標値を
 達成しなかった。
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平成29年度　第2次行政改革実施計画［第２期］進捗状況　一覧表

達成基準 進捗状況
年度ごとの
実績値

H29
内部評価

H29年度に取り組む具体的な内容
今年度の取り組みや、次年度以降に
目標達成に向けて工夫すべき点

H29 H30 H31 H29
達成基準に
対する達成度

Ⅰ 1 ③ 総務課 7
職員提案制度の
実施

　柔軟で活力のある行政運営を推進するた
め、政策提言から事務・業務改善まで、組織
目標を踏まえた職員提案制度を全庁的に実
施する。

【いつまでに】12月末まで
【どこまで】募集を行う
【どのように】政策提言から事務・業務改善まで、組織目標を
踏まえた職員提案を各課に呼びかける

10月23日～11月10日までの期間に提案募集を実施、
「市民が望むサービス提供と、職員が働きやすい職場
環境の両立を目指して」をテーマに①新規提案１８件、
②改善提案２６件、③廃止提案４件、合計で４８件の提
案実績となった。その後、実現に向けて関係課長によ
る検討会議を開催し、提案４８件を「庁議提出」「保留」
「刷新」「すぐ実施」の方向性に選別した上で実施可能
な提案について取組を進めた。
来年度は早めの募集を行う（7～8月頃）。また、働き方
改革に重点を置き、「②改善提案」と「③廃止提案」に
的を絞った募集が必要と考えている。

・職員による提案件数
（H27：0件/年⇒H31：
25件/年）

件/年  0 5 10 25 48 Ａ

Ⅰ 4 ② 総務課 13
関係団体の自立・
自主性の促進

　第三セクター以外の関係団体への市の関
与のあり方を検証し、団体の自主・自立運営
に向けて、職員の派遣の見直しを行う。
　あわせて、役員等への就任のあり方につい
ても検討する。

①【いつまでに】年度末まで
   【どこまで】団体が直接雇用する職員を募集して確保する
   【どのように】団体に対して募集の催促と、採用状況の確
認を行う
②【いつまでに】年度末までに
   【どこまで】関与のあり方として、役員に就任する場合の基
準について検討する。
   【どのように】市長・副市長および行政職員の各種団体へ
の役員就任の現状について洗い出しを行う

年間にわたり当該団体が直接雇用する職員の募集を
行ったが、山間部における介護の有資格者の募集とい
うこともあり、今年度においては応募者が無く確保が出
来なかった。（派遣人数３名のまま）
また、各種団体への関与のあり方について、市長・副
市長および行政職員の各種団体への役員就任の現状
について洗い出しを行った。
山間部の介護施設ということもあり有資格者を確保す
ることは難しいところであるが、引き続き団体が直接雇
用する職員を募集する。

・市から派遣している
職員数（H27：7人⇒
H31：0人）

人  7 3 2 0 3 Ｂ

Ⅱ 2 ① 総務課 31

定員適正化計画
に基づく職員定数
の適正化

　適正な業務の執行を確保し、計画的な職
員配置や定員管理を行うため、定員適正化
計画による適正な定員管理を推進する。

【いつまでに】11月まで
【どこまで】適正職員数となるよう、採用職員数で調整を図る
【どのように】退職者予定者数の把握と、新規採用職員数の
調整。

11月までに計画していた採用試験を全て実施し、適正
職員数となるよう計画していた採用職員数の確保が出
来た。しかしながら、その後平成29年末から平成30年2
月までに希望退職者が6名（内保育士4名）あったた
め、平成30年4月1日現在の目標数574名に対して、6
名不足の568名となった。
来年度も適正職員数となるよう、採用職員数で調整を
図る。
庁舎統合の議論もある中で、第３次定員適正化計画
の策定も必要となってくる。

・職員数（病院事業会
計職員等を除く）
（H27.4.1：578人⇒
H31.4.1：569人）

人  578 583 574 569 573 Ａ

Ⅱ 2 ① 総務課 32
時間外勤務手当
の削減

　事務事業の廃止・休止、業務執行の効率
化などを通じ時間外勤務手当を削減する。
　代休振替制度や勤務日の割振りを適切に
行うこと、業務の内容によっては、フレックス
制やテレワークを導入するなど勤務時間の
弾力的運用により時間外勤務手当の削減を
図る。
　また、昨今のワークライフバランスの確保の
観点から、手当の削減と平行して職員の出
退勤管理の適正化も進める。
　上司からの指導や、より効率的・効果的な
仕事の進め方、業務の廃止による業務量の
削減などにより一人あたりの実質出退勤時
間の削減を図る。

【いつまでに】10月まで
【どこまで】時間外勤務取り扱い指針を示す
【どのように】旧指針の見直し検討が必要

平成29年度から実施した職員提案制度（1月庁議で最
終協議）にも「適正な時間外勤務時間の管理」に関す
る提案があり、また12/14に南砺市イクボス宣言式が
行われ、市内企業と共にイクボス宣言を行ったことから
「時間外勤務取り扱い指針（概要版）」に併せて、時間
外勤務申請の方法見直しや、管理職に対する時間外
の管理徹底を促す仕組みを庁内に周知するためのマ
ニュアルを作成し、2月に職員向けに周知した。
時間外勤務申請の方法見直しから、指標2で掲げる時
間外勤務手当支給申請時間と実在席時間との乖離の
解消に向けて引き続き啓発活動を実施すると同時に、
指標1に掲げる時間外勤務手当支給総額の削減を目
指す。

・時間外勤務手当支
給総額（2病院を除く）
（H27：53,810千円⇒
H31：51,000千円）

千円  53,810 53,000 52,000 51,000 64,577 Ａ

32
時間外勤務手当
の削減

      指標2（目標値）

・時間外勤務手当支
給申請時間と実在席
時間との乖離時間数
（管理職、2病院を除
く）
（H27（推計値）：平均
220時間/人/年⇒
H31：平均180時間/人
/年）

時間/
人/年

220 200 190 180 191.9

指標1（目標値） 単位
指標
の方
向性

現状値
（H27）

重
点
項
目

中
分
類

小
分
類

統括課 №

年度ごとの
目標値改革事項 取組内容

【“指標の方向性”の凡例】
 ：数値の増加を目指す指標
 ：数値の減少を目指す指標

参考）.第2次行革実施計画［第1期］(H24～H28)での実績 ： 後退

【時間外勤務手当支給額（病院、および、選挙･国勢調査に係る

ものを除く）】 H23：41,614千円→H28：60,330千円

勤務時間の弾力的運用により、時間外勤務手当の削減を図っ

ているが、事務事業の廃止や業務執行の効率化が進んでおら

ず、人員削減に伴う職員一人当たりの業務量の負担増により、

時間外勤務が増加している。

【“指標の方向性”の凡例】
 ：数値の増加を目指す指標
 ：数値の減少を目指す指標
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平成29年度　第2次行政改革実施計画［第２期］進捗状況　一覧表

達成基準 進捗状況
年度ごとの
実績値

H29
内部評価

H29年度に取り組む具体的な内容
今年度の取り組みや、次年度以降に
目標達成に向けて工夫すべき点

H29 H30 H31 H29
達成基準に
対する達成度

指標1（目標値） 単位
指標
の方
向性

現状値
（H27）

重
点
項
目

中
分
類

小
分
類

統括課 №

年度ごとの
目標値改革事項 取組内容

【“指標の方向性”の凡例】
 ：数値の増加を目指す指標
 ：数値の減少を目指す指標

【“指標の方向性”の凡例】
 ：数値の増加を目指す指標
 ：数値の減少を目指す指標

Ⅱ 3 ① 総務課 33
職員研修計画に
基づく研修の実施

　職員一人ひとりの能力開発及び意識改革
を図るとともに、職責に応じた知識や技術を
習得させるため、職員研修計画を充実する。

①【いつまでに】４月中に
   【どこまで】本年度の研修の内容と回数について見直しを
行い研修計画を策定する。
   【どのように】昨年の研修内容を検証した上で、現在南砺
市が抱える課題も視野に入れた研修テーマをセレクトする。
②【いつまでに】各研修の開催案内までに
   【どこまで】内容とコストの両面からベストな講師をセレクト
し研修計画の目的に合った研修を開催することにより受講者
数確保。
   【どのように】研修計画に掲げる対象レベルにある職員の
中から、より効果があると思われる職員をピックアップし、受
講者出来るようスケジュール調整など案内を行う。

4月に平成29年度の研修計画を策定し公開した。
また、平成29年度は新規研修として「タイムマネジメン
ト研修」を実施し、仕事のやり方の見直しについて意識
改革に取り組んだが、個人的な応募は元より所属長か
らの推薦による受講者選考を行うなど、効果的な受講
者人選が出来たと感じている。
研修計画に掲げる対象レベルにある職員の中から、よ
り効果があると思われる職員をピックアップし、受講者
出来るようスケジュール調整など案内を行う。

・延べ受講者（職員）
数（H27：567人⇒
H31：580人）

人  567 570 575 580 511 Ｂ

Ⅱ 3 ② 総務課 34

近隣自治体との
連携による人材育
成

　研修事業の合同開催による研修の効率化
や、自治体間での人材交流により、広い視
点から業務改善を自発的に行う体質に改善
します。

【いつまでに】11月まで
【どこまで】呉西地域で合同研修を開催する
【どのように】呉西地域各市町村で研修内容について、広い
視点から業務改善を自発的に行う体質に改善できる職員を
育成するために有効となる研修テーマ及び講師を検討する

呉西6市の合同研修について、当初の計画どおり市町
村アカデミーの出前研修制度を利用し、11月28～30日
の3日間高岡市役所で開催した。南砺市からは5名の
職員が参加者し地域振興をテーマとした講義と呉西6
市の職員とのグループワークにより、より広い視野で
考えられるスキルを身につけられた。
引き続き、呉西地域各市町村で研修内容について、広
い視点から業務改善を自発的に行う体質に改善できる
職員を育成するために有効となる研修テーマ及び講師
を検討する。

・合同研修参加者数
（H27：0人/年⇒H31：
8人/年）

人/年  0 8 8 8 5 Ｂ

Ⅱ 3 ③ 総務課 35
多様な人材の登
用

　専門的な事務事業に速やかに対応するた
めには、その分野に精通した人材や意欲の
ある人材を登用することが効率的であること
から、民間の職務経験者の採用や一定期間
を定めた雇用を実施する。

【いつまでに】10月まで
【どこまで】目標の採用試験応募者数の確保
【どのように】インターネットでの情報提供や関連学校に対す
るダイレクトメールなど採用試験の周知・案内の実施

採用計画に基づき、広報誌やホームページを使って上
級（一般行政・土木）、中級（保育士）、初級（一般行
政）の試験を行った。また、昨年に引き続き9月～11月
の期間で自己アピール枠での上級（一般行政）、中級
（保育士）の採用試験も実施した結果、計画していた職
員数は確保したが、昨今の求人倍率上昇の影響もあ
り、応募人数は目標人数には達しなかった。
インターネットでの情報提供や関連学校に対するダイ
レクトメールなど採用試験の周知・案内の実施、試験
方式の変更など民間型試験問題の導入も検討してい
きたい。

・職員採用試験の応
募者数（H27：186人⇒
H31：200人）

人  186 190 195 200 147 Ｂ

Ⅱ 1 ① 財政課 16
経常的経費の削
減

　業務執行全般に係る経費の節減を促進す
るため、年度内における計画的な執行に努
める。
　市が支出する補助金に終期を設定し、事
務事業評価結果などをもとに目的を達成し
た補助金（補助事業）を終了する。
　定員適正化計画に基づく職員の適正配置
を図り、人件費の削減に努める。
　公共施設再編計画に基づく公共施設の統
廃合を進め、維持管理経費の削減に努め
る。

【いつまでに】7月5日
【どこまで】平成29年7月中旬の地方財政状況調査結果に基
づき、推進本部、推進委員会に提出
【どのように】市税収入の減少や、普通交付税の算定替えな
どによる一般財源の確保が困難になりつつあり、予算編成
にあたっては、投資的経費の削減や、引き続き経常経費の
削減に努めていく。

市税収入の減少や、普通交付税の算定替えなどによ
る一般財源の確保が困難になりつつある中、予算編
成にあたって、投資的経費の削減や、引き続き経常経
費の削減に努めながら、7月下旬までに、平成29年7月
中旬の地方財政状況調査結果に基づき、経常収支比
率を推進本部、推進委員会に提出した。
平成27年度から一般行政経費に対するマイナスシーリ
ングを設定し、当初予算編成時から経常経費の節減
に取り組んではいるものの、降雪量の大小により、経
常収支比率が大きく影響されることもあり、即効性のあ
る施策は見出しにくい。

・経常収支比率（H27：
79.8%⇒H31：80.0%）

％  79.8 80 80 80 87.9 Ｂ

Ⅱ 1 ① 財政課 17
公債費の適正な
管理

　財政指標などを活用しながら、市民が理解
しやすく、総合的に把握が可能となるよう財
政状況の公表方法を充実する。
　新規市債の発行にあたっては、後年度元
利償還が交付税で措置される有利な起債を
最優先に借り入れするものとする。
　後年度の利払い負担軽減のため積極的に
繰上償還を実施するとともに、将来の償還額
負担に対応するため減債基金の充実を図
る。

【いつまでに】7月14日
【どこまで】7月末までに健全化判断比率の調査を終え、推進
本部、推進委員会に提出する。
【どのように】予算の編成にあたり、新規市債の発行にあたっ
ては後年度元利償還金が交付税で措置される有利な起債を
厳選する。平成29年度当初予算編成から計画的な減債基金
からの繰入れを行う。

予算の編成にあたり、新規市債の発行にあたっては後
年度元利償還金が交付税で措置される有利な起債を
厳選し、平成29年度当初予算編成から計画的な減債
基金からの繰入れを行い、7月14日までに、7月末まで
の健全化判断比率の調査を終え、推進本部、推進委
員会に提出した。
平成29年度中に策定した道路施設5箇年計画では、
2020年度以降の財源不足に対応するため、投資的経
費に対するマイナスシーリングを意識して取りまとめを
行ったほか、当該計画達成のために、施設等整備基
金に5.37億円の積立てを行った。

・実質公債費比率（3
か年平均）（H27：6.1%
⇒H31：12.6%）

％  6.1 4.8 5.0 12.6 3.9 Ａ

Ⅱ 1 ① 財政課 18

基金繰入基準策
定による持続可能
な財政運営確立
の推進

　当初予算編成時における財政調整基金及
び減債基金の繰入基準を策定し、基金繰入
れ後もなお不足する一般財源所要額に対す
るシーリング設定ルールの明確化を図る。

【いつまでに】実施計画の要求、次年度予算要求時
【どこまで】その他経常経費のマイナスシーリングの継続や、
今後の起債種別の変更を考慮した投資的経費の削減（一般
財源ベース、事業費ベース）方針を検討
【どのように】中長期財政計画を踏まえ、特定目的基金から
の繰入ルールを作成したところである。なおも不足する財源
については財政調整基金を充当せざるを得ないが、適正な
財調基金残高を堅持しなければならない。

中長期財政計画を踏まえ、特定目的基金からの繰入
ルールを作成したところである。なおも不足する財源に
ついては財政調整基金を充当せざるを得ないが、適正
な財調基金残高を堅持しなければならないことから、
実施計画の要求、次年度予算要求時に、一般行政経
費のマイナスシーリングの継続や、今後の起債種別の
変更を考慮した投資的経費の削減（一般財源ベース、
事業費ベース）方針を検討した。
また、3月補正予算にて、施設等整備基金に5.37億円、
すこやか子育て基金に8.83億円の基金積立の予算を
計上し、今後5～10年間の事業に要する一般財源所要
額を確保した。

・基金繰入基準の策
定（H27：未策定⇒
H31：策定（100%））

％  0 100 100 100 100 Ａ

参考）.第2次行革実施計画［第1期］(H24～H28)での実績 ： 後退

【延べ受講者（職員）数】 H23：566人→H28：422人

H24～H27は例年どおりの人数で推移していたが、H28は3度

の選挙等に伴う事務への影響により、研修回数を確保できな

かった。
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達成基準 進捗状況
年度ごとの
実績値

H29
内部評価

H29年度に取り組む具体的な内容
今年度の取り組みや、次年度以降に
目標達成に向けて工夫すべき点

H29 H30 H31 H29
達成基準に
対する達成度

指標1（目標値） 単位
指標
の方
向性

現状値
（H27）

重
点
項
目

中
分
類

小
分
類

統括課 №

年度ごとの
目標値改革事項 取組内容

【“指標の方向性”の凡例】
 ：数値の増加を目指す指標
 ：数値の減少を目指す指標

【“指標の方向性”の凡例】
 ：数値の増加を目指す指標
 ：数値の減少を目指す指標

Ⅱ 1 ① 財政課 19

市有資産の民間
活用促進と整理
譲渡

未利用普通財産の売却、貸付を進め効率
的な財産管理を図る。
　未利用普通財産の売却、貸付を、財産条
例の適正な運用により着実に進め、効率的
な財産管理を図る。

【いつまでに】年度内
【どこまで】市有施設の余裕（空きスペース）床部分の貸付け
を推進
【どのように】各施設所管課と連携し、市有施設の余裕（空き
スペース）床部分の現況を確認し、財産条例に基づき貸付可
能な余裕（空きスペース）床部分の把握及び情報資料を作成
し、民間活用に向けた情報発信方法の検討を行う。

年度内において、各施設所管課と連携し、市有施設の
余裕（空きスペース）床部分の現況を確認し、財産条例
に基づき貸付可能な余裕（空きスペース）床部分を把
握し、富山県宅地建物取引業組合と情報交換を行うと
ともに、今後の情報提供方法の検討を行い、市有施設
の余裕（空きスペース）床部分の貸付けを推進した。
公有財産貸付については、財産条例施行に伴い使用
許可から貸付契約へ切り換えを行いながら、貸付を
行った。次年度も引き続き財産条例に基づき、貸付可
能な余裕（空きスペース）床部分の貸付を、各施設管
理者と情報交換を行いながら実施する。

・公有財産貸付料収
入（H27：24,215千円
⇒H31：29,000千円）

千円  24,215 28,272 28,500 29,000 16,834 Ｂ

Ⅱ 1 ① 財政課 20
庁有車両の見直
し

　車両の更新時期にあわせて効率的な管理
体制を構築する。

【いつまでに】年度内に
【どこまで】各庁舎の配車の実態（配車台数）を踏まえつつ、
その利用（運行）状況の把握を行う。
【どのように】統合庁舎を念頭におき、南砺市としての適正な
所有台数の見通しをたてる。

年度内において、各庁舎の配車の実態（配車台数）を
踏まえつつ、その利用状況の把握を行い、庁舎の統合
を踏まえて、新規車輌の購入を控え、更新時の減車を
行った。
次年度以降も引き続き利用状況の把握を進め、適正
な所有台数の検討を行う。

・公用車一般車両台
数（H27：83台⇒H31：
79台）

台  83 82 81 79 82 Ａ

Ⅱ 1 ① 財政課 21
建物保全管理台
帳の整備

市有施設の整備・維持に関する情報を一
元的に管理するため、施設の保全情報台帳
（建物カルテ）を整備する。また、施設所管課
が随時データ更新を行う。
　公会計管理システム導入後の運用にあた
り、今後、新規施設で作成する市有施設の
保全に必要な整備・維持管理に関する保全
管理台帳等（建物カルテ）の作成方法を統
一し、施設の保全管理に必要なデータと公
会計管理システムへ入力が必要な固定資産
に関するデータの統一基準での作成により、
市全体としてのデータの一元化を図り、維持
管理費等の比較、分析を容易なものとする。

【いつまでに】年度内
【どこまで】各施設所管課が建物保全管理に関する情報台帳
を統一した様式で作成でき、一元的に管理できるようにする
「作成の手引き書の作成」を行う。また、手引き書に基づく
データ入力を各施設所管課へ依頼する。
【どのように】公会計管理システム（建物基本・固定資産情
報）に登載されている建物の情報から各施設所管課でそれ
ぞれの様式、方法で保有している建物の施設台帳・改修履
歴等の情報の有無及び記載内容の確認をし、統一的な保全
管理台帳の仕様を確定する。

年度内において、公会計管理システム（建物基本・固
定資産情報）に登載されている建物の情報から各施設
所管課でそれぞれの様式、方法で保有している建物の
施設台帳・改修履歴等の情報の有無及び記載内容を
確認し、統一的な保全管理台帳の仕様の検討を行い、
各施設所管課が建物保全管理に関する情報台帳を統
一した様式で作成でき、一元的に管理できるようにす
る「作成の手引き書の作成」の準備を行った。
統一した形式でデータ入力できる様式等の作成を進め
たが、1、179件の各データを照合していく中で統一でき
ない部分も確認され、統一様式の作成の再検討が必
要となった。250件については暫定台帳化した。次年度
以降は何種類かの保全管理台帳様式を作成する。

・建物保全管理台帳
の台帳様式の統一整
備に係るH27からの整
備件数（H27：未整備
⇒H31：整備（100%
1,179件））

件  0 100 900 1,179 (250) Ｃ

Ⅱ 1 ③
行革施設管理
財政課

27

補助金等の整理
合理化と交付制
度の見直し

　各種補助金については、市民ニーズの変
化や成果等を総合的に評価し、効率的で効
果的な内容となるよう見直しを進めるととも
に、原則として終期を設定する。
＜奨励的補助金＞
　達成目標を設定した計画的な実施に努
め、費用対効果の低いものは早期に見直
す。
＜各種団体運営補助金＞
　補助対象団体の公共性や公益性、行政が
補助する妥当性・必要性を精査し、団体運
営補助から事業補助への組換えや補助
ルールの明確化など一層の透明化を進め
る。
＜事業補助金＞
　利用しやすく効果の高い補助事業となるよ
う、PDCAサイクルに基づく見直しを行う。

【いつまでに】8月末まで
【どこまで】各種補助金等の交付のあり方に関するガイドライ
ン（案）策定に向けた作業の進め方について、推進本部に提
出する。
【どのように】先進地事例を参考に、各種補助金等の標準化
に向けた、終期の設定などについて、見直しの視点をわかり
やすく示し、見直し体制や見直し方法とともに今後のスケ
ジュールをたてて、実施に向け進める。

8月末までに、先進地事例を参考に、各種補助金等の
標準化に向けた、終期の設定などについて、見直しの
視点をわかりやすく示し、見直し体制や見直し方法とと
もに今後のスケジュールをたてて、実施に向け進め、
各種補助金等の交付のあり方に関するガイドライン
（案）策定に向けた作業の進め方について、推進本部
に提出し、平成28年度に支出した全ての補助金等につ
いて実態調査した結果を分析し、現状と課題を整理し
た。次年度に向けて、ガイドラインの方向性（案）策定
に向けて取り組むこととする。

・補助金等の整理及
び終期の設定（H27：
未設定⇒H31：設定
（100%））

％  0 0 50 100 0 Ａ

Ⅰ 1 ①
地方創生推進
課

1 計画行政の推進

　市の政策及び施策の方向性を明確にする
ため各種計画を策定し、見直す。

①【いつまでに】6月中まで
   【どこまで】「参考値」となる平成28年度の数値を把握
   【どのように】計画担当課へ照会
②【いつまでに】9月末まで
   【どこまで】進捗管理の体制のない計画について、目標値
や指標を作る
   【どのように】計画担当課へ指示
③【いつまでに】12月末まで
   【どこまで】目標値や指標の検証スケジュールを作る
   【どのように】計画担当者へ指示

6月中に、計画担当課へ照会し、「参考値」となる平成
28年度の数値を把握、9月末までに、 計画担当課へ指
示し、進捗管理の体制のない計画について、目標値や
指標を作成、12月末までに、計画担当者へ指示し、目
標値や指標の検証スケジュールを作成した。
スケジュールどおりに適切な事務を行うよう、早めの指
示をしたい。

進捗管理を実施して
いる計画の割合
（H27：71%⇒H31：
100%）

％  71 80 90 100 75.8 Ｂ
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年度ごとの
実績値

H29
内部評価

H29年度に取り組む具体的な内容
今年度の取り組みや、次年度以降に
目標達成に向けて工夫すべき点

H29 H30 H31 H29
達成基準に
対する達成度

指標1（目標値） 単位
指標
の方
向性

現状値
（H27）
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点
項
目

中
分
類

小
分
類

統括課 №

年度ごとの
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【“指標の方向性”の凡例】
 ：数値の増加を目指す指標
 ：数値の減少を目指す指標

【“指標の方向性”の凡例】
 ：数値の増加を目指す指標
 ：数値の減少を目指す指標

Ⅰ 1 ①
地方創生推進
課

2
市内公共交通体
系の連携強化

　市営バス路線や民間バス路線の運行・利
用状況について検証を行い、公共交通の不
便地域の解消や交通弱者等の移動手段の
充実を図る。

①【いつまでに】11月まで
   【どこまで】オンデマンドタクシーや地域NPO等によるバス
の自主運行など、新たな公共交通施策の取組みについて検
討を行い、翌年度予算に取り組みを反映できるよう、方向性
を整理
   【どのように】8月に南砺市総合公共交通計画検討委員会
を開催
②【いつまでに】3月まで
   【どこまで】ＪＲ城端線や加越能バスと短時間で接続できる
ように南砺金沢線バスと市営バスのダイヤを設定
   【どのように】ＪＲ城端線や加越能バスとの接続について問
題点や調整可能な点を把握し、利便性の高い接続を考慮

8月に南砺市総合公共交通計画検討委員会を開催し、
11月までに、オンデマンドタクシーや地域NPO等による
バスの自主運行など、新たな公共交通施策の取組み
について検討を行い、翌年度予算に取り組みを反映で
きるよう、方向性を整理した。
また、3月までに、ＪＲ城端線や加越能バスとの接続に
ついて問題点や調整可能な点を把握し、利便性の高
い接続を考慮し、ＪＲ城端線や加越能バスと短時間で
接続できるように南砺金沢線バスと市営バスのダイヤ
を設定した。
総合公共交通計画策定と自主運行バス実験につい
て、富山大学都市デザイン学部都市政策支援ユニット
との事業として取り組むよう調整した。次年度は年度
当初から各種事業を周知し、活用してもらえるよう各地
域区長会等への出席する。また、関係の団体や施設
にも積極的に周知する。

公共交通機関を使い
やすいと感じる市民の
割合（H27：36.7%⇒
H31：40.0%）

％  36.7 38 39 40 30.9 Ｂ

Ⅰ 5 ②
地方創生推進
課

15
公衆無線LAN環
境の充実

　城端線主要駅や防災ステーション等にWi-
Fi機器を整備し、インターネット環境の充実
を図る

【いつまでに】年度末まで
【どこまで】南砺市における市整備したWifiの紹介
【どのように】広報誌及びホームページ等による広報（いずれ
も年1回程度を想定）

平成29年度末までに、広報誌及びホームページ等によ
り、南砺市における市が整備したWifiの紹介を行った。
駅Ｗｉｆｉ利用者の利便性を高めるアプリを提供するた
め、コードフォーナントと協力して、グーグルマップ上で
バス時刻が検索できるようデータ整備を開始。次年度
も利用者拡大のため、引き続き広報等でＷｉｆｉの周知に
努める。

・城端駅、福光駅、福
野駅の市設置Wi-Fi
利用者率（H27：0%⇒
H31：20%）

％  0 10 15 20 7.0 Ｂ

Ⅰ 1 ②
行革・施設管
理課

4
公共施設再編計
画の推進

　第２次南砺市公共施設再編計画の施設再
編等の方向性に基づき、施設の統廃合、売
却・譲渡を実施する。

①【いつまでに】9月上旬まで
   【どこまで】地元・現管理者への譲渡が至らなかった施設に
ついて、公募を開始
   【どのように】7月末までに利活用の方法等について意見
募集を行い、8月上旬に提案を取りまとめる。意見募集等に
ついては市HP並びにマッチングサイトへ掲載し広く募集す
る。
②【いつまでに】9月末まで
   【どこまで】意見募集又はサウンディング市場調査を実施
し、活用提案募集を行う。
   【どのように】全施設を対象に8月までに立地・特性等を基
に対象施設を抽出する。

11月までに、市ＨＰを中心に公共施設の利活用提案を
募集し、１７施設について２件の貸付と２件の譲渡の利
活用提案がなされた。
また、１月下旬に、市ＨＰ、広報誌、マスコミ及び建設業
界紙にバスツアーの開催情報を掲載し、平・上平地域
の公共施設について、施設見学バスツアーを実施し６
名（３社１個人）が参加され、２施設について譲渡提案
がなされた。計画の進捗を図るため、再編推進施策の
拡充案について検討を行っており、次年度において早
期の制度化を目指したい。

・公共施設H27末延床
面積と比較した縮減
面積（H27：0㎡⇒
H31：58,800㎡）

㎡  0 20,000 40,000 58,800 8,603 Ｂ

Ⅰ 1 ②
行革・施設管
理課

5

分庁舎方式の検
証と庁舎機能の
再編

　現在の分庁舎方式を検証し、部局及び課
室の効率的かつ機能的な配置を検討する。
　あわせて、庁舎機能を集約した統合庁舎
整備の方向性を決定し、推進する。

【いつまでに】随時
【どこまで】市議会における今後の庁舎再編の方向性の検討
に向け、資料をまとめる。
【どのように】現分庁舎方式の庁舎管理に要している維持管
理コストや、庁舎の老朽化に係る公共施設再編計画の方針
との整合性、業務の効率化による職員数の削減効果など、
具体的な比較資料を作成。統合庁舎整備を想定した防災面
やまちづくりとの関連性等についても確認する。

現分庁舎方式の維持管理コストや、公共施設再編計
画の方針との整合性、業務の効率化による職員数の
削減効果など、比較資料の作成や、統合庁舎整備を
想定した防災面などとの関連性等についても確認し、
市議会における今後の庁舎再編の方向性の検討に向
け、資料をまとめた。また、若者を対象とした意見交換
会やワークショップ形式での意見交換会の開催、2月
からは4地域においてまちづくり検討会議を月1回の
ペースで開催し、まちづくりの方向性を踏まえた市民に
よる議論を行った。
引き続き市議会での意見集約に向け検討資料をまと
めていく。

・統合庁舎整備の方
向性の決定・推進
（H27：未決定⇒H31：
決定・推進（100%））

％  0 0 0 100 0 Ｂ

Ⅰ 1 ③
行革・施設管
理課

6
行政評価制度の
本格運用

　施策評価及び事務事業評価の結果を市政
に反映させ、効果的・効率的な行政運営を
行うとともに、行政経営の透明性を高め、市
民に対する説明責任を果たすために評価
シートを公表する。
　事務事業評価の結果に基づき、不用・不
急と判断する事務事業を統合・廃止する。

①【いつまでに】7月中旬まで
   【どこまで】改定前の総合計画後期基本計画（H24～H28）
の施策の柱、指標等に基づくマネジメントシートのとりまとめ
を行い、推進本部、推進委員会に提出後、公表する。
   【どのように】各所管課に作成を依頼。
②【いつまでに】3月末まで
   【どこまで】行政評価のあり方の見直しを行い、施策の実
施状況等をより分かりやすい方法を検討する。
   【どのように】各事務事業実施の効果度合いを踏まえた施
策評価となるよう次期施策マネジメントシート様式を変更す
る。

7月中旬までに、 各所管課にマネジメントシート作成を
依頼し、改定前の総合計画後期基本計画（H24～H28）
の施策の柱、指標等に基づくマネジメントシートのとり
まとめを行い、推進本部、推進委員会に提出後、公表
した。
また、3月末までに、 各事務事業実施の効果度合いを
踏まえた施策評価となるよう次期施策マネジメントシー
ト様式を変更し、行政評価のあり方の見直しを行い、
施策の実施状況等がより分かりやすい方法を検討し
た。
今後、各担当課がさらに意識を持って取り組めるよう
検討を進める。

・行政サービス（市役
所の仕事）の水準が
適正だと思う市民の割
合（H27：68.3%⇒H31：
75.0%）

％  68.3 71 73 75 69.9 Ｂ

参考）.第2次行革実施計画［第1期］(H24～H28)での実績 ： 後退

【公共交通機関を使いやすいと感じる市民の割合】

H23：47.3％→H28：35.9％（H28目標60％）

南砺金沢線バスの本格運行や城端さくら線の新設等により、

利用者数は増加しているものの、市民意識の向上に繋がらな

かった。
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平成29年度　第2次行政改革実施計画［第２期］進捗状況　一覧表

達成基準 進捗状況
年度ごとの
実績値

H29
内部評価

H29年度に取り組む具体的な内容
今年度の取り組みや、次年度以降に
目標達成に向けて工夫すべき点

H29 H30 H31 H29
達成基準に
対する達成度

指標1（目標値） 単位
指標
の方
向性

現状値
（H27）

重
点
項
目

中
分
類

小
分
類

統括課 №

年度ごとの
目標値改革事項 取組内容

【“指標の方向性”の凡例】
 ：数値の増加を目指す指標
 ：数値の減少を目指す指標

【“指標の方向性”の凡例】
 ：数値の増加を目指す指標
 ：数値の減少を目指す指標

Ⅰ 1 ③
行革・施設管
理課

8

市が事務局を担っ
ている各種団体
の事務の見直し

　各種団体事務の取り扱い状況について取
りまとめ、行政関与の必要性を見直した上
で、民間への移譲等を検討する。

【いつまでに】3月末まで
【どこまで】　市が事務局となっている任意団体の事務に関し
て、市が事務局となる必要性や今後の方向性についての取
り扱いのルールを明確にするとともに、本来、取り扱う必要
のないものを整理し、業務の簡素化を図るため、見直し方針
(案)を検討する。
【どのように】先進地事例など参考に検討を行う。また、監査
委員会による実態調査で指摘のあった、任意団体事務の規
約、会計処理規定、会計監査の実施について、各担当部署
に適切な運営に向けた改善を求める。

3月末までに、 先進地事例などを参考に、市が事務局
となっている任意団体の事務に関して、市が事務局と
なる必要性や今後の方向性についての取り扱いの
ルールを明確にするとともに、本来、取り扱う必要のな
いものを整理し、業務の簡素化を図るため、見直し方
針(案)を検討した。
今後、行政センター業務の各種団体への事務移譲と
併せて、それぞれの担当部署において移譲スケジュー
ルを策定し、諸団体等との交渉が計画的に進むよう促
す。

・各種団体事務局の
民間への移譲スケ
ジュールの策定と実
行（H27：未策定⇒
H31：策定・実行
（100%））

％  0 0 80 100 0 Ｂ

Ⅰ 2 ②
行革・施設管
理課

10
指定管理者制度
の適正な運用

　直営の公の施設を対象として制度導入の
可能性を検討するとともに、管理の担い手を
NPO法人や民間事業者等の多様な担い手
に拡大し、民間の持つノウハウ等を活用した
創意工夫により、良質なサービスの提供と経
費の節減を推進する。
　指定管理者評価委員会（外部委員）の意
見を聴いて、制度の運用改善を図る。

①【いつまでに】12月定例会まで
   【どこまで】申請者間の競争原理が作用するよう目指す。
   【どのように】平成30年度に更新される指定管理者の選定
について、施設利用者が拡大する提案の実現が望める指定
管理候補者が選定されるよう、市が持つ広報媒体のみなら
ず全国を対象とした専用サイト等にも募集情報を掲載する。
②【いつまでに】6月末まで
   【どこまで】施設利用者（利用料金）の増加を図る。
   【どのように】指定管理料内に混在する施設管理経費と自
主事業経費を区分し、指定管理者が自主事業で運営しやす
い環境を整える。
③【いつまでに】12月末まで
   【どこまで】総括的な経費の縮減を図る。
   【どのように】複数あるプールを一括で公募する。

6月末までに、 指定管理料内に混在する施設管理経
費と自主事業経費を区分し、指定管理者が自主事業
で運営しやすい環境を整え、施設利用者（利用料金）
の増加を図った。
また、7月末までに、 複数あるプールを一括で公募を
行い、総括的な経費の縮減に取り組んだ。
また、12月定例会までに、平成30年度に更新される指
定管理者の選定について、施設利用者が拡大する提
案の実現が望める指定管理候補者が選定されるよう、
市が持つ広報媒体のみならず全国を対象とした専用
サイト等にも募集情報を掲載し、申請者間の競争原理
が作用するよう取り組んだ。
指定管理者への説明会も開催し、物価変動は指定管
理者が負うべきリスクである旨を周知し、コスト管理に
ついて意識させた。
体育施設の一括管理に向けた調整が難航しているこ
とから、サービスの統一化に向けた調整から優先的に
協議を進めることとする。

・利用者一人当たりコ
ストがH27と比較して
減少した指定管理施
設の割合（H27：0%⇒
H31：70%）

％  0 50 60 70

集計作業
中
（8月末
公表予定）

Ｂ

Ⅰ 4 ①
行革・施設管
理課

12

第三セクター改革
プランによる経営
改善

　策定した第三セクター改革プランの確実な
取組により、経営健全化を図り、第三セク
ターの経営的自立と市の財政負担の軽減を
目指す。

①【いつまでに】8月中旬まで
   【どこまで】経営改善に向けた意識を高める。
   【どのように】6月末までに、各三セクより平成28年度の南
砺市第三セクター経営状況報告書兼改革実施計画進捗状
況チェックシートの提出を確認。記載内容の確認徹底、およ
び、目標値に対する進捗状況を基にヒアリングを実施する。
②【いつまでに】随時
   【どこまで】役員の引き上げについて事前周知を徹底す
る。
   【どのように】総会、役員会等のタイミングを確認

6月末までに、各三セクより平成28年度の南砺市第三
セクター経営状況報告書兼改革実施計画進捗状況
チェックシートの提出を確認し、記載内容の確認徹底、
および、目標値に対する進捗状況を基に、8月中旬ま
でに ヒアリングを実施し、経営改善に向けた意識を高
めた。
また、 8月中旬までの ヒアリング実施時に、役員の引
き上げについて、三セク改革プランによる引き上げ方
針を、総会・役員会等のタイミングに合わせて確認して
いただくよう、事務担当者に依頼し、事前周知を徹底し
た。
経常利益が落ち込む一部の三セクへの追加融資の計
画が出された。今後、経営がさらに悪化し、債権放棄
することとなれば市幹部による道義的責任は免れない
ということを監査法人から忠告されていることを鑑み、
外部有識者会議等による適正な管理に努める必要が
ある。

・5法人の基幹事業補
助金等（H27：83,384
千円⇒H31：57,011千
円）

千円  83,384 83,384 83,384 57,011 83,384 Ｂ

Ⅱ 1 ②
行革・施設管
理課

24

受益負担の適正
化
受益者負担の適
正化

　使用料や手数料等の受益者負担につい
て、市民の理解を得ながら社会経済情勢の
変化等に応じた適正な料金を設定する。

【いつまでに】10月末まで
【どこまで】受益者負担の適正化基準（案）を検討する。
【どのように】市有各施設の利用に係る使用料や利用料金等
の設定の洗い出しを行い、市内類似施設の料金設定につい
ての比較や、近隣市の料金設定との比較を行う。また、適正
化基準（案）について関係部署や関係団体との協議を行い、
施設別に適正な利用料金設定への見直しを進める。

3月末までに、市有各施設の利用に係る使用料や利用
料金等の設定の洗い出しを行う予定であったが、公共
施設マネジメントシステムへの入力作業の遅れによ
り、分析作業を行うことができなかった。入力作業が済
み次第、各施設の負担割合を分析し、適正化基準案
の検討・作成に取りかかることとしている。

・受益者負担の適正
な利用料金の見直し
を行なった文化施設
及びスポーツ施設数。
（H27:0件⇒H31：45
件）

件  0 0 37 45 0 Ｃ
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平成29年度　第2次行政改革実施計画［第２期］進捗状況　一覧表

達成基準 進捗状況
年度ごとの
実績値

H29
内部評価

H29年度に取り組む具体的な内容
今年度の取り組みや、次年度以降に
目標達成に向けて工夫すべき点

H29 H30 H31 H29
達成基準に
対する達成度

指標1（目標値） 単位
指標
の方
向性

現状値
（H27）

重
点
項
目

中
分
類

小
分
類

統括課 №

年度ごとの
目標値改革事項 取組内容

【“指標の方向性”の凡例】
 ：数値の増加を目指す指標
 ：数値の減少を目指す指標

【“指標の方向性”の凡例】
 ：数値の増加を目指す指標
 ：数値の減少を目指す指標

Ⅱ 1 ② 税務課 22

滞納対策強化に
よる収納率の向
上

市税や各種使用料金等の収納強化期間
の設定や臨戸訪問の強化により収納率の向
上を図る。
　市税・使用料等の納付に著しく誠実性を欠
く者に対しては、滞納整理を強化する。
　市税の収納強化期間の設定や臨戸訪問
の強化により収納率の向上を図る。
　市税の納付に著しく誠実性を欠く者に対し
ては、滞納整理を強化する。

【いつまでに】年度内をとおして
【どこまで】現年度収納率99％を維持する。
【どのように】現年度における新規滞納者の発生を抑制し、
収納率の向上に繋げる。各税目の督促状発送後、収税係と
連携し未納対象者の確認を行い、担当係とも協力して電話
催告を行う。　また、滞納繰越（４税（国保を除く））収入額
39,000千円を目標とし、滞納者へは電話催告、納付書の送
付による納税を促すとともに必要に応じて預貯金、給与、年
金、所得税還付金の差押を実施する。国保税は、収入額
35,000千円を目標とし、国保短期証更新時に納税相談を実
施し、併せて高額療養費等還付金の充当承諾を取付ける。

各税目の督促状発送後、収税係と連携し未納対象者
の確認を行い、担当係とも協力しての電話催告や、滞
納繰越（４税（国保を除く））収入額39,000千円を目標と
して、滞納者へ電話催告、納付書の送付による納税を
促すとともに必要に応じて預貯金、給与、年金、所得
税還付金の差押を実施し、また国保税は、収入額
35,000千円を目標として、国保短期証更新時に納税相
談を実施し、併せて高額療養費等還付金の充当承諾
を取付けることにより、現年度における新規滞納者の
発生を抑制し、収納率の向上に繋げ、年度内をとおし
て現年度収納率99％を維持した。
H29年度実績　差押処分135件　収納額8,136,780円
〔現年〕スムーズに滞納処分できるようエクセル表で未
納者を一元管理した。
〔滞繰〕新規繰越の滞納者を中心に財産調査、国税還
付等の差押を実施した。

・全税目（市民、法
人、固定、軽自、国
保）合計収納率（市税
の過年度滞納分含
む）（H27：94.26%
94.36%⇒H31：
95.00%）

％  94.36 94.65 94.82 95.00 94.70 Ａ

Ⅱ 1 ② 税務課 23
債権管理の一元
化

　関係課が連携して滞納整理情報の共有化
を図り、計画的かつ効率的な滞納対策を実
施する。

【いつまでに】年度内をとおして
【どこまで】より効率的な徴収を実施する。
【どのように】7月時点における、税や各種使用料・医療費等
の滞納・未納者の情報（リスト作成）を関係各課が共有するこ
とにより、不在宅や連絡先不明者を合理的に把握するととも
に、関係各課の連携した臨戸訪問時期の調整を行う。

７月時点における、税や各種使用料・医療費等の滞
納・未納者の情報（リスト作成）を関係各課が共有する
ことにより、不在宅や連絡先不明者を合理的に把握す
るとともに、臨戸訪問可能な時間帯を把握し、効率的
な徴収を実施。
関係課へ滞納者の近況や債権回収状況を確認し、滞
納者宅での接触、徴収につながった。（３件）
徴収困難者について情報連携を強化し、滞納者への
接触・徴収に結び付くよう引き続き努める。

・ 合同徴収実施件数
情報共有による回収
困難事案の徴収実施
件数（H27：0件/年⇒
H31：10件/年）

件/年  0 3 6 10 3 Ａ

Ⅱ 1 ② 税務課 26
ふるさと寄附の推
進

ふるさと寄付金の返礼品を充実させ、ふる
さと寄付金の推進し、自主財源の確保に努
める。
　寄附されることによる自主財源確保と、返
礼品の調達による地場産業の活性化に努め
る。

①【いつまでに】9月末まで
   【どこまで】制度周知チラシを同郷会や首都圏観光出向宣
伝時に配布できるようにする。
   【どのように】8月までに、制度周知チラシを10,000枚作成
し、市内施設、県外アンテナショップ等に設置する。
②【いつまでに】年度末まで
   【どこまで】納税者ニーズの把握を行う
   【どのように】寄附納税者へのお礼状送付時にアンケート
用紙を配布し、寄附を行ったきっかけ等の分析を行う。

8月までに制度周知チラシを10,000枚作成し、市内施
設、県外アンテナショップ等に設置し、9月末までに制
度周知チラシを同郷会や首都圏観光出向宣伝時に配
布できるようにした。
また、年度末までに、寄附者へのお礼状送付と併せア
ンケートを行い、寄附を行ったきっかけ等の分析を行う
ことにより納税者ニーズの把握を行った。
また、来年度からの委託に関する契約内容の精査及
び要綱改正の素案作成。委託業者とスムーズに連携
ができるよう打ち合わせを重ねた。

・寄附金額（H27：
11,845千円⇒H31：
13,000千円）

千円  11,845 10,000 10,000 13,000 15,521 Ａ

26
ふるさと寄附の推
進

      指標2（目標値）

・寄附件数（H27： 613
件⇒H31： 650件）

件  613 500 500 650 462

Ⅰ 3 ①
南砺で暮らし
ません課

11
行政センター機能
の見直し

　担当課と行政センターの事務分掌を検証
し、簡素で効果的・効率的な組織機構を再
構築する。

【いつまでに】3月末まで
【どこまで】行政センターのあり方(素案)を行政改革推進本部
会議に提出する。
【どのように】9月末までに、庁舎機能再編を見据えた行政セ
ンターのあり方(素案)を、行政組織等検討小委員会及び行
政センター機能調整部会で検討し、12月末までに、庁舎機能
再編を見据えた行政センターのあり方(素案)を幹事会でとり
まとめる。また、小規模多機能自治に関して検討しモデルプ
ランの作成を目指す市民会議（仮称）との調整も必要なこと
から、市民会議での方向性を踏まえ、前記スケジュールに併
せて調整する。

9月末までに、庁舎機能再編を見据えた行政センター
のあり方(素案)を、行政組織等検討小委員会及び行政
センター機能調整部会で検討し、12月末までに、庁舎
機能再編を見据えた行政センターのあり方(素案)を幹
事会でとりまとめ、3月に行政センターのあり方(素案)
を行政改革推進本部会議に提出した。

・将来的な行政セン
ターの事務分掌表の
作成（H27：未作成⇒
H31：作成(100%)）

％  0 0 0 100 0 Ｂ

Ⅰ 5 ①
南砺で暮らし
ません課

14 出前講座の充実

　職員が講師を務める出前講座における各
種制度や市政情報の提供の充実を図り、市
政への市民参画を促進する。

【いつまでに】年度末まで
【どこまで】次年度の講座メニューの見直し
【どのように】アンケート用紙を作成し、6月の講座から毎回、
講座前にアンケート用紙を配布し、講座終了後に回収箱に
入れてもらう。アンケートを集計し、講座の充実につなげる。

アンケート用紙を作成し、6月の講座から年度末まで毎
回、講座前にアンケート用紙を配布。講座終了後に回
収箱に入れてもらうアンケートを集計することにより、
講座の充実につなげ、次年度の講座メニューの見直し
も行った。
平成29年6月1日以降に開催した出前講座31団体のう
ち、16団体にアンケート用紙を配布し、回収。今後、小
中学生向きや新規講座を開設するなど、満足度の向
上に向けて取り組みたい。

・事後アンケート調査
の満足度割合（H27:
未実施⇒H31:70%）

％  0 50 60 70 75.3 Ａ

参考）.第2次行革実施計画［第1期］(H24～H28)での実績 ： 後退

【滞納整理による収納率（市税の過年度滞納分】

H23：13.89％→H28：12.87％（H28目標20.00％）

臨戸徴収や電話催告の集中実施など、滞納の繰越を抑える

ための取り組みに重点を置いたことにより、滞納者数の減少を

図ることができたが、滞納分の収納率は改善しなかった。

（今後は、高額の滞納者に対する適正な滞納処分等にも比重

をかけるとともに、現年度における新規滞納の発生を早期に抑

制することに重点を置いて進めることから、過年度の滞納分を

含めた全体の収納率を指標として取り組む。）

-7-



平成29年度　第2次行政改革実施計画［第２期］進捗状況　一覧表

達成基準 進捗状況
年度ごとの
実績値

H29
内部評価

H29年度に取り組む具体的な内容
今年度の取り組みや、次年度以降に
目標達成に向けて工夫すべき点

H29 H30 H31 H29
達成基準に
対する達成度

指標1（目標値） 単位
指標
の方
向性

現状値
（H27）

重
点
項
目

中
分
類

小
分
類

統括課 №

年度ごとの
目標値改革事項 取組内容

【“指標の方向性”の凡例】
 ：数値の増加を目指す指標
 ：数値の減少を目指す指標

【“指標の方向性”の凡例】
 ：数値の増加を目指す指標
 ：数値の減少を目指す指標

Ⅱ 1 ②
南砺で暮らし
ません課

25

市の各種媒体へ
の有料広告掲載
等の拡充

　広報なんと、市ホームページ等の広報媒体
や業務用封筒などへの有料広告の掲載を促
進する。市刊行物の有料化等あらゆる分野
において柔軟な発想で自主財源の確保に
努める。

【いつまでに】2月末まで
【どこまで】実施要項を策定
【どのように】広報紙をはじめＨＰ等で広告主を募集開始す
る。8月末までに、県内外自治体広告事業について広告媒
体、料金等実施内容の調査・研究を行う。また、全国自治体
における広告事業先進地事例等について調査・研究を行う。
12月末までに、広告媒体として活用できる資産の調査検討
等を行う。また、通年、募集枠数に空きがあれば、随時広告
主を募集する。

広報紙をはじめＨＰ等で広告主を募集し、8月末まで
に、県内外自治体広告事業について広告媒体、料金
等実施内容の調査・研究を行った。また、全国自治体
における広告事業先進地事例等についても調査・研究
を行った。通年、募集枠数に空きがあれば、随時広告
主を募集することとし、2月末までに実施要項を策定し
た。
実績値は目標値を若干下回る結果となった。広告事業
は景気やスポンサーとなる企業や事業所の活況に影
響されることから毎年度目標を達成するには困難な面
もあるが、引き続きＰＲに努める。

・有料広告掲載等によ
る収入（H27：1,403千
円⇒H31：1,500千円）

千円  1,403 1,500 1,500 1,500 1,391 Ｂ

Ⅲ 1 ①
南砺で暮らし
ません課

36
女性委員登用の
拡大

　男女共同参画社会の実現に向けて審議
会、委員会等における女性委員の登用を推
進する。

【いつまでに】随時（各種行政委員を選任する際）
【どこまで】女性委員の登用が30％を満たすよう推進する。
【どのように】各課に働きかける。29年5月現在、公募中の委
員：南砺市地域審議会委員、高齢者保健福祉計画策定委
員、総合計画推進委員、指定管理者選定委員、南砺幸せな
まちづくり創生総合戦略推進委員等

関係各課に働きかけ、各種行政委員を選任する際の
全公募中の委員について、女性委員の登用が30％を
超えるよう推進した。
3月末日までに16の審議会等において公募委員選考
委員会を開催し、全体委員数に占める女性委員の登
用は40.4％（240人中、女性が97名）となった。H30.3月
末時点の全体の女性委員登用率については、選考委
員会にかからないものもあるため、把握できない。　29
年度数値は、8月頃判明予定。

・各種行政委員の中
の女性委員登用率
（H27：26.5%⇒H31：
40.0%）

％  27 30 35 40

集計作業
中
（8月末
公表予定）

Ａ

Ⅲ 1 ②
南砺で暮らし
ません課

37

市民意見の聴取
方法の充実・聴取
機会の拡充

　市民の意見に耳を傾ける場として市政懇
談会等を開催する。
　市民意見や提言の機会を確保し、市民
ニーズを的確に把握する。

【いつまでに】随時
【どこまで】ＰＲに努める。
【どのように】5月末までに事業計画を立案する。6月末を目
処に、広報なんと及び市ウェブサイトなど広報媒体を活用し
てＰＲに努める。随時、市政出前講座等関連する事業の開
催機会を通じてＰＲに努めるほか、関係機関や関連団体へ
赴き、参加を促していく。また、参加者にアンケートを実施し、
実施時期や実施場所、実施内容について適正化を図り、参
加しやすい環境づくりを行う。

5月末までに事業計画を立案し、6月末を目処に、広報
なんと及び市ウェブサイトなど広報媒体を活用してＰＲ
に努めた。随時、市政出前講座等関連する事業の開
催機会を通じてＰＲに努めたほか、関係機関や関連団
体へ赴き、参加を促し、また、参加者にアンケートを実
施し、実施時期や実施場所、実施内容について適正
化を図り、参加しやすい環境づくりを行った。
広聴事業や意見交換会等への参加者や意見提言数
は目標値を上回った。市が直面する課題解決に向け
た市民との意見交換の場は年度により異なるが、広聴
事業も含めて、今後も機会を設けることで市民ニーズ
の把握に努める。

・公聴事業参加者数
（H27：460人⇒H31：
480人）

人  459.9 460 470 480 541 Ａ

37

市民意見の聴取
方法の充実・聴取
機会の拡充

      指標2（目標値）

・市民からの意見・提
言件数
（H27：157件⇒H31：
170件）

件  157 160 165 170 430

Ⅲ 1 ②
南砺で暮らし
ません課

38
パブリックコメント
制度の充実

　各施策の基本的な計画の策定や重要な変
更及び条例の制定・改廃について、市民等
への説明責任を果たすとともに、意見が提出
しやすい環境整備を行い、制度の円滑な運
用を推進する。

【いつまでに】7月末まで
【どこまで】掲示板にてパブリックコメント制度の市職員への
周知、およびマニュアルを作成し周知を図る。
【どのように】随時、パブリックコメント掲載情報を市ホーム
ページにてチェックし、市民が分かりやすい情報となっている
か、対応状況が適正かチェックし、不具合があれば担当者に
連絡する。

随時、パブリックコメント掲載情報を市ホームページに
てチェックし、市民が分かりやすい情報となっている
か、対応状況が適正かチェックし、不具合があれば担
当者に連絡するなど、パブリックコメント制度の市職員
からの問い合わせおよび決済に対応した。
マニュアルを、パワーエッグ掲示板でお知らせするとと
もに、共通フォルダで共有し、活用しやすいよう工夫し
たい。

・パブリックコメント実
施件数（H27：32件⇒
H31：40件）

件  32 40 40 40 24 Ｂ

Ⅲ 2 ①
南砺で暮らし
ません課

39
NPO等の設立及
び活動支援

　新たな公共を担う部門であるNPO等への事
業委託など行政との協働事業を推進する。

【いつまでに】随時
【どこまで】協働のパートナーとして市民団体を育成するた
め、まちづくりの重要性を周知していく。
【どのように】まちづくり情報をホームページ等にて掲載する。
新たな公共を担うNPO等への事業委託など行政との協働事
業を検討していく。
指標悪化の対策として、課題解決型の組織や事業の必要性
について、全国のNPOの活動事例を紹介することで、地域づ
くりの一役を担うNPOの重要性を説明し各地域での活動を支
援していく。

まちづくり情報をホームページ等にて掲載し、新たな公
共を担うNPO等への事業委託など行政との協働事業
について検討を行った。指標悪化の対策として、課題
解決型の組織や事業の必要性について、全国のNPO
の活動事例を紹介することで、地域づくりの一役を担う
NPOの重要性を説明し各地域での活動を支援していく
など、協働のパートナーとして市民団体を育成するた
めに、随時、まちづくりの重要性の周知を行った。
NPO法人の設立認可は県の事務であり、団体を設立
される際の相談に対して支援を行なっていきたい。

・市内NPO法人数
（H27：22団体⇒H31：
30団体）

団体  22 23 25 30 19 Ｂ

Ⅲ 2 ①
南砺で暮らし
ません課

40

地域内分権制度
の推進（地域づく
り交付金の活用）

　地域の活性化や安全対策、環境整備等の
推進にあたっては、自治組織との連携を強
化するとともに、地域づくり交付金を活用した
協働体制を構築する。

【いつまでに】3月末まで
【どこまで】4回の勉強会を開催し、小規模多機能自治の手法
に基づく地域づくりのあり方を説明。
【どのように】1回目は31地域への小規模多機能自治の説
明・・・6月末まで。2回目および3回目は地域づくりフォーラム
の開催・・・11月末まで。4回目は地域づくり勉強会の開催・・・
3月下旬開催。

3月末までに、4回の勉強会を開催し、小規模多機能自
治の手法に基づく地域づくりのあり方を説明した。1回
目は31地域への小規模多機能自治の説明・・・7月12
日まで。2回目は、小規模多機能自治市民会議開催に
おける傍聴。3回目は地域づくり勉強会の開催・・・1月
29日開催。4回目は地域づくり勉強会の開催・・・3月28
日開催。
次年度も積極的に地域に入って説明するなど、小規模
多機能自治の手法による住民自治のあり方を説明し
ていく。

・勉強会等の開催
（H27:3回⇒H31:5回）

回  3 4 4 5 4 Ａ

参考）.第2次行革実施計画［第1期］(H24～H28)での実績 ： 後退

【市内HPO法人数】

H23：23団体→H28：20団体（H28目標30団体）

NPO法人数はH23よりも減少しており、また、まちづくり関連の

NPOが少ない現状となった。

（しかしながら、市民活動や自治振興会活動など、市民が主体

のまちづくり活動は活発化してきており、今後はそれらの数も

含めて把握し、増加に向けて取り組む。）

-8-



平成29年度　第2次行政改革実施計画［第２期］進捗状況　一覧表

達成基準 進捗状況
年度ごとの
実績値

H29
内部評価

H29年度に取り組む具体的な内容
今年度の取り組みや、次年度以降に
目標達成に向けて工夫すべき点

H29 H30 H31 H29
達成基準に
対する達成度

指標1（目標値） 単位
指標
の方
向性

現状値
（H27）

重
点
項
目

中
分
類

小
分
類

統括課 №

年度ごとの
目標値改革事項 取組内容

【“指標の方向性”の凡例】
 ：数値の増加を目指す指標
 ：数値の減少を目指す指標

【“指標の方向性”の凡例】
 ：数値の増加を目指す指標
 ：数値の減少を目指す指標

Ⅲ 2 ②
南砺で暮らし
ません課

41
市民協働体制の
構築

　まちづくり基本条例に基づき、市民協働に
よる市政を推進し、地域課題や将来像を市
民自らが考え行動する市民総参加（総働）に
よる地域づくりを図る。

【いつまでに】3月末まで
【どこまで】協働のまちづくりに取り組んでいる市民の割合
50％を達成する。
【どのように】NO.40の地域内分権制度、NO42の市が取り組
んでいる協働事業を推進することによる。

NO.40の地域内分権制度、NO42の市が取り組んでい
る協働事業を推進することにより、市民と行政の協働
のまちづくりに取り組んだ。
各地区において、小規模多機能自治の手法の周知お
よび課題検討の段階にあり、課題解決型の住民自治
に切り替わることにより協働が進むと考える。市もさら
なる周知および各地区における検討に協力をしてい
く。

・協働のまちづくりに
取り組んでいる市民の
割合（H27：42.7%⇒
H31：58.0%）

％  42.7 50 54 58 42.5 Ｂ

Ⅲ 2 ②
南砺で暮らし
ません課

42
協働による事業の
展開

　地域活性化方策の実施について、市民自
らの積極的な参画を促し、協働によるまちづ
くりをより一層推進するため、課題解決型の
小規模多機能自治による推進を図る。

【いつまでに】9月末まで
【どこまで】翌年度以降の協働事業数を増加させる。
【どのように】協働のまちづくり庁内推進本部において、小規
模多機能自治をすすめるにあたり、各部局と市民で取り組む
協働事業について検討する。

3月末までに、小規模多機能自治庁内推進本部におい
て、小規模多機能自治をすすめるにあたり、各部局と
市民で取り組む協働事業や、地域で行ったほうが効果
を見込める事業について検討した。
本部員会議を２回、幹事会を３回開催した。課題解決
型市民活動協働促進事業においても募集は少なかっ
たが、今後多くの取り組み希望地区が見込める。　市
としても事業のPRのみならず成果についても周知して
いく。

・ 市が取り組んでいる
各部局と市民が取り
組む協働事業数
（H27：19事業⇒H31：
25事業） 事業  19 21 23 25 24 Ａ

Ⅰ 1 ①
交流観光まち
づくり課

3

イベントの再編と
運営方法の見直
し

　合併前の町村から引き継いだイベントや市
になってから企画したイベントの役割や効果
を検証し、事業に対する行政支援のあり方、
地域との協力関係を見直す。

【いつまでに】予算要求時
【どこまで】事業効果を重視した行政支援を行う。
【どのように】対象となるイベント（１８事業）のそれぞれが果
たすべき役割や、当該イベントの実施による効果について、
各実行委員会等からのヒアリングを踏まえた上で検証する。
また、人材不足等も懸念されていることから、地域同士の協
力関係を見直すとともに、イベントの統廃合についての検討
を進める。
（※平成29年1月利賀そば祭りが災害で事業廃止8,250千円
⇒1,337千円の6,913千円減額、代替として利賀村地域元気
づくり事業実施2,000千円。これにより平成28年度（参考値）
は当初計画よりも減額。）

予算要求時において、対象となるイベント（１８事業）の
それぞれが果たすべき役割や、当該イベントの実施に
よる効果について、各実行委員会等からのヒアリング
を踏まえた上で検証した。また、人材不足等も懸念さ
れていることから、地域同士の協力関係を見直すとと
もに、イベントの統廃合についての検討を進めるなど、
事業効果を重視した行政支援を行った。
平成30年度も、イベント等補助金について1～3月分の
実施事業について報告書等より内容の確認等を実施
する。

・交流観光まちづくり
課所管イベント補助金
（H27：65,890千円⇒
H31：60,580千円）

千円  65,890 62,437 59,645 60,580 62,437 Ａ

Ⅱ 1 ④ 上下水道課 28
水道事業の経営
改善

　アセットマネジメント(長期的視野に立った
計画的資産管理)を進める中で、漏水調査、
修繕、鉛給水管の取替、老朽管敷設替を実
施し、有収率の向上を図ることにより、受水
費を抑え、経営の改善に取組む。

①【いつまでに】6月下旬まで
   【どこまで】漏水調査業務委託の方針・業務量を検討し、早
期に業務委託を発注する。
   【どのように】これまで旧町村地域毎の有収率を算出して
いるが、配水区域レベルまで細分化したデータを作成し有収
率が低迷するエリアの絞り込みを図り、より効果的に漏水調
査を実施できるよう取り組む。
②【いつまでに】年度末まで
   【どこまで】計画的に老朽管更新に取り組めるようにする。
   【どのように】新しい水道ビジョン策定に向け、業務委託に
よりアセットマネジメント調査および管路耐震化・更新計画の
策定を行う。

6月下旬までに、これまで算出した旧町村地域毎の有
収率を基に、配水区域レベルまで細分化したデータを
作成し、有収率が低迷するエリアの絞り込みを図り、よ
り効果的に漏水調査を実施できるよう、漏水調査業務
委託の方針・業務量を検討し、早期の業務委託の発注
を行った。
また、年度末まで  H30年度策定する新水道ビジョンに
向け、アセットマネジメント調査および管路耐震化・更
新計画の策定を行い、老朽管更新計画に取り組んだ。
1～3月においては、漏水が発生していることは把握し
ていたが、積雪が多く漏水箇所の発見が出来なかっ
た。30年度は早期に漏水調査業務を発注し、有収率の
低い地域を重点的に探査行い、有収率の向上を図る。

・水道事業有収率
（H27：79.8%⇒H31：
83.0%）

％  79.8 80.0 82.0 83.0 76.4 Ｂ

Ⅱ 1 ④ 上下水道課 29
下水道事業の経
営改善

　適正な使用料水準を維持するため、不明
水調査、浸入水防止修繕等を実施し、有収
率の向上を図ることにより、処理費用を軽減
し、経営の改善に取組む。

①【いつまでに】年度末まで
   【どこまで】侵入水の防止を図ることにより有収率の向上を
目指す。
   【どのように】5月末までに不明水の疑いのある地域を中心
に、管内の状況を把握するための不明水調査を発注。調査
結果に基づき的確な補修を実施する。
②【いつまでに】年度末まで
   【どこまで】施設の老朽化対策や人口減少社会に備えた施
設の改築・統合を見据えた持続的な下水道事業を行う。
   【どのように】下水道ストックマネジメント計画を発注し、管
路、施設を包括的にとらえた全体計画を策定する。

5月末までに不明水の疑いのある地域を中心に、管内
の状況を把握するための不明水調査を発注。調査結
果に基づき的確な補修を実施し、侵入水の防止を図る
ことにより有収率の向上を目指した。
また、農集吉江南部処理施設の廃止により、施設の老
朽化対策や人口減少社会に備えた施設の改築・統合
を見据えた持続的な下水道事業を行った。
不明水調査結果に基づく補修工事が１２月から２月ま
での工期となり、事業効果の発現時期が限定的となっ
たことから、補修工事の発注を早期に実施したい。

・下水道事業有収率
（H27：80.2%⇒H31：
82.0%）

％  80.2 80.4 81.2 82.0 78.2 Ｂ

Ⅰ 2 ① こども課 9
市立保育園の民
営化の検討

　保育サービスにおける市立保育所の役割
を保育園審議会等で検証し、保育園の民営
化等の方向性を検討する。

【いつまでに】平成30年3月までに
【どこまで】保育園審議会からの意見による公立保育園のあ
り方の方向性を決定する。
【どのように】保育園審議会を年3回は開催し、平成30年3月
の答申を目標にしながらも、市民の意見集約が必要なこと等
もあり、適正に時間をかけて意見をとりまとめながら、その方
向性を慎重に審議する。

  8月30日に開催した第1回保育園審議会において、
「民営化等」については、ゼロベースにし、研究調査は
継続していくが、本来あるべき保育の姿を審議会の中
で議論していくこととなった。（実質、現行革実施計画で
は終了(完了））
　今後の財政改革や定員適正化の状況をみながら、
必要に応じて議論を再開する。

・市立保育園の民営
化等の方向性の決定
（H27：未決定⇒H31：
決定（100%））

％  0 100 100 100 100 Ａ
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平成29年度　第2次行政改革実施計画［第２期］進捗状況　一覧表

達成基準 進捗状況
年度ごとの
実績値

H29
内部評価

H29年度に取り組む具体的な内容
今年度の取り組みや、次年度以降に
目標達成に向けて工夫すべき点

H29 H30 H31 H29
達成基準に
対する達成度

指標1（目標値） 単位
指標
の方
向性

現状値
（H27）

重
点
項
目

中
分
類

小
分
類

統括課 №

年度ごとの
目標値改革事項 取組内容

【“指標の方向性”の凡例】
 ：数値の増加を目指す指標
 ：数値の減少を目指す指標

【“指標の方向性”の凡例】
 ：数値の増加を目指す指標
 ：数値の減少を目指す指標

Ⅱ 1 ④ 医療課 30
病院改革プランに
よる経営改善

　市立2病院のあり方を検証し、経営の一元
管理と機能分担を図り、良質な医療の提供と
効率的な病院運営に取組む。

【いつまでに】H30年1～2月まで
【どこまで】病院経営統合に向けた各種調査及び計画作成に
ついてまとめる。
【どのように】1．組織改革－職員意識、資格調査の実施。人
員管理計画の作成。　2．財務改革－予算執行体制の見直
し。業務の効率化の検討。　3．施設設備効率化－施設設備
修繕計画及び医療機器更新計画の作成。　4．中央病院病
床転換－休止病床及び療養病床の機能転換の検討。　以上
について4つの部会を組織し、病院改革の推進体制を整備す
る。5．改革プランにおける経営効率化にかかる各種取組に
より、収支改善を図る。

H30年2月までに、病院経営統合に向けた各種調査及
び計画作成についてまとめた。
1．組織改革－職員意識、資格調査の実施。人員管理
計画の作成。　2．財務改革－予算執行体制の見直
し。業務の効率化の検討。　3．施設設備効率化－施
設設備修繕計画及び医療機器更新計画の作成。　4．
中央病院病床転換－休止病床及び療養病床の機能
転換の検討。　以上について4つの部会を組織し、病院
改革の推進体制を整備した。5．改革プランにおける経
営効率化にかかる各種取組により、収支改善を図っ
た。
また、電算システムの更新計画等を急遽作成し、起債
計画等財源確保に取り組んだほか、中央病院3階の病
床転換について、一般病床41床を廃止する旨、外部委
員会である病院改革運営委員会において意見聴取を
実施し、条例改正を行った。

・医業収支比率（H27：
84.2%⇒H31：92.0%）

％  84.2 86.0 88.0 92.0 89.8 Ａ
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