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事業による将来的な収入と負担を考え，効率的・効果的な事業手法を選択します。また，公有資産（ストック）の効率化を進めます。

市民の視点による市民サービスの質的向上を図ります。より高い市民満足度を得ることにより，事務事業の費用対効果を高めます。

事務事業の見直しや統廃合により，ムダを省き，コストの縮減を図ります。

 新・行財政改革では，第１次から第３次までの削減・スリム化による行財政改革の取組を礎に，事務事業の効率的な運営によ
る財政支出の抑制・積極的な収入確保と市民の視点に基づく市民サービスの質的向上を目指します。その推進を図るため，事
務事業を実践する職員の意識改革を進めます。 

新・行財政改革の取組について 

新 ・ 行 財 政 改 革 

第１の改革 将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る 

第２の改革 市民サービスの質的向上を図る 

第３の改革 コスト意識の徹底を図る 

３
つ
の
改
革
 

１ 市 民 の 視 点 

２ 財 務 の 視 点 

３ 組織と人材活用の視点 

４
つ
の
視
点
 ４ 現場起点の視点 

市民の視点による市民サービスの質的向上を目指し，より高い市民満足度が得られるよう取り組みます。 

健全財政の維持を図り，必要な投資と効率的な事業運営を行います。 

最適な組織体制により，業務の明確化と職員が主体的に取り組む職場環境の確立を図ります。 

職員の持つ知識・経験・ノウハウの顕在化を図り，組織の持ちうるパフォーマンスを最大限に発揮させます。 

多角的な視点から行財政改革の取組を推進します。 
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１　４つの視点に基づく指標　

（１）市民の視点・・・市民サービスの質的向上を図り，市民満足度を向上させます

　

 この行財政改革の成果を示す指標を「４つの視点」に基づき設定します。市民満足度から市民サービスに対する市民
の評価を，財政健全化判断比率によって財政状況を，職場環境に対する職員意識により職場の健康度を，職員アンケー
トにより職場の風通しや職員の持つ知識・経験・ノウハウの活用の度合いを，それぞれ指標として示します。 

5.7% 

6.4% 

56.5%  

60.3% 

20.8% 

19.6% 

6.3% 

5.2% 

10.6% 

8.5% 

0% 25% 50% 75% 100%

平成２５年度 

平成２６年度 

① まちの快適性（居心地のよさ）・・・総合的な暮らしやすさ 

大変充足 概ね充足 不足気味 不足 わからない 凡例 ： 

1.9% 

3.2% 

28.6% 

32.0% 

36.5% 

35.8% 

11.9% 

10.1% 

21.2% 

18.9% 

0% 25% 50% 75% 100%

平成２５年度 

平成２６年度 

② 災害に対する不安がない・・・＜安全な暮らしを守る＞ 

2.6% 

2.5% 

27.2% 

28.8% 

31.3% 

28.1% 

8.1% 

6.6% 

30.9% 

33.9% 

0% 25% 50% 75% 100%

平成２５年度 

平成２６年度 

④ まちと自然の調和・・・＜豊かな環境を創る＞ 

③ 地域の文化継承，発展・・・＜文化・スポーツを盛んにする＞ 
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4.1% 

6.4% 

49.1% 

49.4% 

25.2% 

22.6% 

6.5% 

7.4% 

15.0% 

14.2% 

0% 25% 50% 75% 100%

平成２５年度 

平成２６年度 

④ まちと自然の調和・・・＜豊かな環境を創る＞ 

4.5% 

5.7% 

46.4% 

47.1% 

21.8% 

19.5% 

6.2% 

5.1% 

21.1% 

22.5% 

0% 25% 50% 75% 100%

平成２５年度 

平成２６年度 

⑤ 子育て環境・・・＜子どもたちを守り育む＞ 

6.2% 

7.4% 

51.4% 

54.2% 

24.6% 

21.5% 

6.0% 

5.6% 

11.8% 

11.3% 

0% 25% 50% 75% 100%

平成２５年度 

平成２６年度 

⑥ 保健，医療，福祉，健康などの生活環境・・・＜健康で安心な暮らしを支える＞ 

 

1.4% 

2.1% 

19.6% 

21.1% 

34.7% 

33.8% 

13.3% 

10.9% 

31.0% 

32.2% 

0% 25% 50% 75% 100%

平成２５年度 

平成２６年度 

4.9% 

5.1% 

39.0% 

41.1% 

29.8% 

29.2% 

11.6% 

10.2% 

14.7% 

14.3% 

0% 25% 50% 75% 100%

平成２５年度 

平成２６年度 

⑧ 道路，公共施設などの満足度・・・＜都市基盤を充実する＞ 

2.0% 

3.1% 

23.3% 

25.2% 

33.0% 

28.0% 

9.1% 

9.9% 

32.6% 

33.8% 

0% 25% 50% 75% 100%

平成２５年度 

平成２６年度 

⑨ 市民参加型の地域づくり・・・＜市民自治・地域づくりを進める＞ 

⑦ 産業の活力を高め，地域が元気になる・・・＜地域経済を循環させる＞ 

 

市民生活に関する意識調査（都市像・基本目標に関する項目）結果による 

平成25年度 実施時期：平成25年9月～10月 対象：市民2,029人（20歳以上無作為抽出） 回答数：  756件  

平成26年度 実施時期：平成26年10月    対象：市民3,040人（20歳以上無作為抽出） 回答数：1,345件 

※未回答を除いた割合 
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（２）財務の視点・・・健全財政の維持と財政支出の効率化を図ります

財政健全化法に定める健全化判断比率

＜参考＞

一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率（－は実質赤字額がないことを表す）

全会計を対象とした実質赤字額または資金不足額の標準財政規模に対する比率（－は実質赤字額がないことを表す）

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

　※新・行財政改革の取組による財政支出抑制・収入確保の効果額

平成２５年度　　　        　　　1,890,752千円

＜主な効果額＞　※（通常）は，当初設定した個別課題のうち，通常課題としたもの。
・市税の滞納繰越分徴収額（通常） 921,814千円 ・総人件費の削減額 533,000千円
・リサイクルセンター等の事業効率化効果額（通常） 286,785千円 ・国民健康保険料の現年度徴収額 86,240千円
・ＩＴ機器賃貸借料の抑制効果額（通常） 52,734千円 ・需用費の削減効果額（全庁課題） 2,125千円 など

平成２６年度　　　　　　　　　2,136,360千円

＜主な効果額＞　※（通常）は，当初設定した個別課題のうち，通常課題としたもの。
・市税の滞納繰越分徴収額（通常） 821,283千円 ・総人件費の削減額 683,700千円
・リサイクルセンター等の事業効率化効果額（通常） 290,187千円 ・新電力会社への売電・買電切り換え効果額 96,060千円
・ＩＴ機器賃貸借料の抑制効果額（通常） 62,010千円 ・公有財産の有効活用による効果額 50,811千円 など

平成２９年度平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

実質赤字比率 － －

連結実質赤字比率 － －

実質公債費比率  2.3  2.2

将来負担比率 17.7 11.3

藤沢市の目安 国の早期健全化基準

実質赤字比率 － － － － － 実質赤字額がない（－） 11.25

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

実質赤字額がない（－） 16.25

実質公債費比率 8.4 6.9 6.3 4.6 3.4 5.5 25.0 

連結実質赤字比率 － － － － －

実質公債費比率・・・

将来負担比率 45.7 38.1 35.6 50.0 350.0 

 （総務省の類型を参考に，人口規模と産業構造が類似している２７団体による平成２３年度決算確定値の平均値を藤沢市の目安とした。）

実 質 赤 字 比 率 ・ ・ ・

連結実質赤字比率・・

33.1 23.8

将 来 負 担 比 率 ・ ・ ・

※未回答を除いた割合 
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（３）組織と人材活用の視点・・・健康的な（やりがいを持てる・働きやすい）職場環境づくりを図ります

全職員を対象とするメンタルヘルス調査の「職場の健康度」 （偏差値５０が一般標準データの平均）

＜参考＞ ＜職場の健康度とは＞

（４）現場起点の視点・・・職員の経験・知識を業務に活かします
職場のコミュニケーション，職員の知識・経験の業務への活用

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２９年度

職場の健康度 51.9 52.3

平成２８年度

平成２３年度 平成２４年度 職場の中で，職員が感じる「働きやすさ」「やりがい」「周囲との関係」
などを総合的に評価したもの職場の健康度 50.2 51.8

19.6% 

18.5% 

61.5% 

66.5% 

17.6% 

13.8% 

1.3% 

1.2% 

0% 25% 50% 75% 100%

平成２５年度 

平成２６年度 

活用されている 

概ね活用されて

いる 

あまり活用され

ていない 

活用されていな

い 

④職場の中で，それぞれの職員が持っている経験・知識や 
 ノウハウ・スキルが業務に活用されていると思いますか。 

13.0% 

14.1% 

59.2% 

65.4% 

23.5% 

16.7% 

4.3% 

3.8% 
0% 25% 50% 75% 100%

平成２５年度 

平成２６年度 

感じている 

概ね感じてい

る 

あまり感じて

いない 

感じていない 

②業務を進めるうえで，職場での理解や合意形成が図られている 
 と感じていますか。 

現場起点の視点に関する職員アンケート結果による 

平成25年度 実施時期：平成25年10月～11月   対象：全職員    回答数：2,140件 

平成26年度 実施時期：平成26年10月～11月   対象：全職員    回答数：2,411件 

※未回答を除いた割合 

4.5% 

5.2% 

41.4% 

50.3% 

44.4% 

37.9% 

9.7% 

6.6% 

0% 25% 50% 75% 100%

平成２５年度 

平成２６年度 

感じている 

概ね感じてい

る 

あまり感じてい

ない 

感じていない 

①市役所全体が，風通しのよい，コミュニケーションが図りやすい 
 雰囲気であると感じていますか。 

41.3% 

38.6% 

46.0% 

48.1% 

9.9% 

11.0% 

2.8% 

2.3% 

0% 25% 50% 75% 100%

平成２５年度 

平成２６年度 

活用している 

時々活用してい

る 

あまり活用して

いない 

活用していない 

③自分の経験・知識やノウハウ・スキルを業務を行う際に 
 活用していると考えていますか。 
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１　接遇の向上

＜平成２６年度の取組＞　 「あいさつ・声かけ運動」の推進

◆クレドマイスター投票

クレドカード記載の理念や行動指針「"ふ　普段の気配り！"　"じ　柔軟な対応！"　"さ　さわやかな笑顔！"　"わ　輪を大切に！"

にふさわしい行動をした職員を職員間投票により選出する。

投票者数　　　　　　　　　1,166人

被投票者　　　　　　　　　　438人

被投票者の上位６人をクレドマイスターとして選出した。

クレドマイスターについては，チラシや職員ポータル上で全職員に向けて発表するとともに，庁内放送や朝の呼びかけなどの啓発

活動にも参加してもらっている。

【効果】

職員全体に模範的な接遇のあり方を意識させるとともに，クレドマイスターだけでなく投票を受けたすべての職員の意欲向上につ

ながった。

◆職員間アンケート（対象：所属長・クレド制度推進担当者　　回答数：374件）

①職場での接遇の状況は ②あいさつ・声かけ運動によって，職場内や庁内全体の接遇に

　変化が感じられますか

やや悪い 3.3%

悪い 0.6%

良い 24.7% はい 58.9%

おおむね良い 71.4% いいえ 41.1%

◇新・行財政改革　実行プラン　全庁課題

　平成２５年度に引き続き，「FUJISAWAにこやかクレド制度」の行動目標として「あいさつ・声かけ運動」を実施する。行動事例を見
直しして「先のあいさつ」「先の声かけ」の徹底を図るとともに，新たな取り組みとして“クレドカードの記載内容の確認”及びクレ
ドカード記載の理念や行動指針にふさわしい行動をした職員を職員間投票により選出する“クレドマイスター投票”を実施して，接遇
向上を推進する。

平成26年度 平成26年度

 全庁課題は，全ての職場で，全ての職員が取り組む課題です。毎年度当初に当該年度の具体的な取組を設定します。 
  この取組の実践を通じて，行財政改革に対する職員の共通理解を深め，職員の意識改革を図ってまいります。 
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＜成果指標＞

◆市民アンケート

①窓口サービスに関する評価（子ども青少年部）：部内各課の窓口来庁者を対象に配布したアンケートの結果

（回答数　H25 ： 39件,  H26 ： 62件）

②窓口サービスについてのアンケート（福祉部）：部内各課の窓口来庁者を対象に配布したアンケートの結果

（回答数　H25 ： 135件,　H26 ： 250件）

③市民窓口センターおもてなし向上アンケート（市民自治部）：市民窓口センターへの来庁者を対象に配布したアンケートの結果

（回答数　H25 ： 564件,　　H26 ： 630件）

・言葉づかいや態度

無回答  0.4%  0.0% 無回答  0.2%  0.0%
悪い  0.0%  0.0% 悪い  0.4%  0.2%
やや悪い  0.0%  1.6% やや悪い  0.2%  1.4%
ふつう 21.8% ふつう 12.2%

74.0%
おおむね良い 21.8% 30.8% おおむね良い 23.8% 24.4%

・身だしなみ 平成25年度 平成26年度 平成25年度 平成26年度

良い 56.0% 67.6% 良い 63.3%

無回答  0.0% 0.0% 無回答  0.7% 0.4%
とても不満  0.0% 0.0% とても不満  0.0% 0.0%
やや不満  0.7% 0.0% やや不満  2.2% 0.4%
普通  8.1% 普通  6.7%
おおむね満足 23.0% 13.6% おおむね満足 22.2% 15.6%
とても満足 68.1% 86.4% とても満足 68.1% 83.6%
・職員の応対 平成25年度 平成26年度 ・わかりやすい説明 平成25年度 平成26年度

無回答  0.0% 0.0% 無回答  0.0% 0.0%
悪い  0.0% 0.0% 悪い  0.0% 1.6%
やや悪い  2.6% 0.0% やや悪い  0.0% 0.0%
普通  7.7% 普通  5.1%
おおむね良い  7.7% 6.5% おおむね良い 12.8% 12.9%
良い 82.1% 93.5% 良い 82.1% 85.5%
・言葉づかい 平成25年度 平成26年度 ・説明の仕方 平成25年度 平成26年度

無回答  0.0% 0.0% 無回答  0.0% 0.0%
悪い  0.0% 0.0% 悪い  0.0% 0.0%
やや悪い  0.0% 0.0% やや悪い  0.0% 0.0%
普通 10.3% 普通 10.3%
おおむね良い 12.8% 6.5% おおむね良い  5.1% 9.7%
良い 76.9% 93.5% 良い 84.6% 90.3%
・あいさつ 平成25年度 平成26年度 ・身だしなみ 平成25年度 平成26年度
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④市民センター接遇向上アンケート（市民自治部）：市民センターへの来庁者を対象に配布したアンケート結果

　　（回答数　H26 ： 691件） ※平成26年度より実施

・言葉づかい ・説明の仕方

⑤市税フロアガイドに関するアンケート（財務部）：市税の申告や相談，証明交付等のための窓口来庁者を対象に配布したアンケートの結果

（回答数　H25 ： 354件　　H26 ： 375件）

悪い  0.0%
やや悪い  0.6% 0.0%
悪い  0.0% 0.0%
無回答  0.3% 1.3%

良い 84.5% 87.2%
おおむね良い 14.7% 11.5%

無回答 0.8% 無回答  0.6% 1.3%

・言葉づかいや態度 平成25年度 平成26年度

未実施

・適切な案内

やや悪い 0.0% やや悪い  0.3% 0.0%
悪い 0.0% 悪い  0.0% 0.0%

良い 88.5% 良い 78.8% 81.9%
おおむね良い 10.7% おおむね良い 20.3% 16.8%

・あいさつ 平成25年度 平成26年度 ・身だしなみ 平成25年度 平成26年度

悪い  0.4% 悪い  0.4%
無回答  1.3% 無回答  1.1%

おおむね良い 21.4% おおむね良い 21.0%
やや悪い  0.2% やや悪い  0.9%

平成25年度 平成26年度 平成25年度 平成26年度

良い

未実施

76.7% 良い

未実施

76.6%

悪い  0.4% 悪い  0.4%
無回答  0.4% 無回答  1.3%

23.6% おおむね良い 25.2%
やや悪い  0.2% やや悪い  0.4%

・身だしなみ 平成25年度 平成26年度

良い

未実施

75.4% 良い

未実施

72.7%
おおむね良い

無回答  0.5%  0.8%

・あいさつ 平成25年度 平成26年度

やや悪い  0.9%  2.1%
悪い  0.2%  0.2%

おおむね良い 23.9% 25.1%
ふつう 11.9%

・わかりやすい説明 平成25年度 平成26年度

良い 62.6% 71.9%

良い 85.3% 84.5%

 0.8% 3.5%

おおむね良い 13.0% 11.2%
やや悪い  0.8% 0.3%

平成25年度 平成26年度

0.5%
無回答
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２　５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・作法）運動の推進

＜平成２６年度の取組＞ ファイリングの再徹底と文書量の削減

＜成果指標＞

◆ファイリング巡視結果（全課に対して実施したファイリング状況調査項目）

○ △ × ○ △ ×

○ △ × ○ △ ×

○ △ × ○ △ ×

○ △ × ○ △ ×

（○：できている　　△：概ねできている　　×：できていない）

＜成果指標＞

各職場にある書類，資料等の整理　　　　　１０.８％削減　（年度当初と年度末との比較　各部の平均）

３　コスト削減の徹底

＜平成２６年度の取組＞ 事務用紙購入枚数，コピー枚数を平成２５年度に対して３％削減

＜成果指標＞

0.74%コピー枚数 12,888,217 386,647 12,792,359 95,858

購入枚数
(b)

削減枚数(a-b=c)
削減率
(c/a)

事務用紙購入枚数 32,583,465 977,504 33,935,014 -1,351,549 -4.15%

10.0%

床や通路に保存箱等を置いていないか 79.8%

　事務用紙購入枚数，コピー枚数を削減するため，両面印刷や不要紙の裏紙活用の徹底，電子起案を促進することにより，事務用紙の
使用量を減らす。また，引き続き，消耗品等の新規購入の抑制や電気・ガス・水道などの節減の徹底と，より効率的な事務執行に努
め，時間外手当の削減を図る。

項　目
平成25年度実績

(a)

成果目標（3％削減） 平成26年度実績

4.3%

削減枚数

キャビネットの上に書類や物を置いていないか 35.1% 62.3% 2.6%

各人の机の上や下に不必要な書類はおかれていないか

17.5% 2.6%

46.4% 43.6%

10.7%

2.1%

67.5% 29.8% 2.6% 78.6%

79.3%81.6% 1.8%16.7%

ファイリング巡視のチェックポイント

17.9%

18.6%

　各職場においてファイリングシステムの研修を行うなど，文書管理・ファイリングの重要性を再認識し，制度への理解を深め，ファ
イリングの見直しを行う。合わせて，ファイリングキャビネット内の整理を行うことにより，ファイリングキャビネットの使用量を
１０％減らす。また，建て替えによる引越し等を見据え，各課にある書類，資料，図書類を可能な限り廃棄・ 整理し，移転物量を削
減するとともに執務環境の改善を図り，平成２５年度に引き続きファイリング巡視により，これらの取組についてチェックを行う。

3.6%

平成26年度実績

職場全体の第一印象はよいか（整理整頓されているか）

平成25年度実績

85.0%
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４　内部統制・法令遵守の徹底　

＜平成２６年度の取組＞　 業務記述書兼リスク管理表の活用の推進

＜成果指標＞

◆業務記述書兼リスク管理表活用状況の調査結果 ※全課を対象として調査

◎ ◎

○ ○

△ △

× ×

◎ ◎

○ ○

△ △

× ×

（◎：できている　　○：概ねできている　　△：あまりできていない　×：できていない）

＜参　考＞

0.9%

リスク発生時には記録
票を作成し，業務記述
書兼リスク管理表の見
直しを行っているか。

95.1%

44.3%

8.8%

7.9%

適宜，業務記述書兼リ
スク管理表を確認し，
リスクが発生しないよ
う努めているか。

4.9%

0.0%

50.8%

4.9%

業務および業務分担の
見直し，検討をする際
に，業務記述書を活用
しているか。

11.8%

1.8%

87.3%

10.9%

0.9%

76.4%

12.7%

8.8%

74.5%

16.7%

12.3%

78.9%

平成26年度
年度末実績
(H27/3/31)

91.2%

業務記述書兼リスク管
理表活用状況の調査項
目

人事異動に伴う業務引
き継ぎの際に，業務記
述書を活用している
か。

業務記述書兼リスク管
理表活用状況の調査項
目

83.3%

14.9%

平成26年度
年度末実績
(H27/3/31)

319件

47件

平成26年度
年度末実績
(H27/3/31)

リスク発生時記録票の作成数　　　　　 　 　

業務記述書兼リスク管理表の廃止した数　　　

　業務執行にあたっては，平成２５年度に作成した業務記述書兼リスク管理表（作成数:3,483件）に基づき行うことし，業務引き継ぎ
の際もこれに基づき行うことの徹底を図る。また，リスク発生時における対処内容・発生防止策等の記録とその後の業務見直しによ
り，適正な業務執行がされるように努める。

（業務記述書兼リスク管理表とは）
　各課で所管する業務の根拠法令，業務手順，職務分掌，担当者と確認者などを記載し，業務執行手続き等を確認できるようにしたも
の。業務記述書を作成することによって業務の責任と業務手順が明確になる。また，法令遵守や事務の遺漏防止などを推進することが
でき，その業務に対するリスクを管理するものである。

134件業務記述書兼リスク管理表の新規作成数
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※業務記述書兼リスク管理表（作成例・抜粋）

　　概ね，このような形式で業務手順等を作成しており，１業務につき，数ページ程度となります。

業務記述書兼リスク管理表〔固有事務〕 ※業務記述書

分掌事務番号 (2) 分掌事務名 文書の収受，発送，審査，浄書及び印刷 部課コード ○○○○○

枝番 ③ 業務名 郵便物の収受及び発送に関すること 業務コード (2)－③

業務概略
日本郵便（株）藤沢郵便局の私書箱及び配達員から配達郵便物を受取り，各課へ配送する。及び，各課からの発
送郵便物を受取り，同郵便局へ持ち込み発送する。

部　名 ○○部

課　名 ○○○○課

根拠法令等 藤沢市行政文書取扱規程，郵便料金マニュアル
担当者名 ○○　○○

作成日 2011/10/5

マニュアル 　有　・無 更新日 2015/7/31

段階 作業内容 実施者 作業の流れと具体的チェックの方法 確認者
根拠法令等

(法律・条例・規則・要綱・要領
マニュアル）

注意点
チェック欄

7月 1月

1 郵便物の受け取り 受託業者 藤沢郵便局の私書箱から郵便物を受け取る。 藤沢市行政文書取扱規程第9条
取り出し忘れがないよう
にする ■ □

2 郵便物の仕分け 受託業者 受け取った郵便物を各課別の文書棚に仕分けし，保管する。 藤沢市行政文書取扱規程第9条
郵便物の紛失がないよう
にする ■ □

3 時間外到達郵便物の受け取り ○○
中央監理室で受領した郵便物を，中央監理室から引き渡しを受け，郵便種別等を確認
の上，担当者の印を日誌の受領印欄に押印する。

藤沢市行政文書取扱規程第10条 ■ □

4 時間外到達郵便物の仕分け ○○
普通郵便物は各課別の文書棚に仕分けし，保管する。書留郵便物は私書箱郵便物と
一緒に，各課への引渡処理をする。

藤沢市行政文書取扱規程第9条 ■ □

5 受取人払い郵便物の仕分け ○○
受取人払い郵便物の宛先，通数金額等を交付証と照合・確認し，会計別，金額別通数
を所定の用紙に記入する。

△△ 藤沢市行政文書取扱規程第9条 ■ □

業務記述書兼リスク管理表〔固有事務〕 ※リスク管理表

リスク
分　類

リスク
レベル

想定リスクの内容（要因） リスク発生に対する予防策 リスク発生時の対応策 備考

Ⅰ
　
市
民
等
外
部
へ
影
響
を
及
ぼ
す
も
の

１

・郵便物の紛失
・取扱作業手順の確認・徹底
・複数体制による確認事務の強化

・訪問又は，電話による「お詫び，原因
　説明」の対応（対象者

１０％未満）

２

（対象者
１０％以上
３０％未満）

３

（対象者
３０％以上）

Ⅱ
　
組
織
内
部
へ
影
響
を
及
ぼ
す
も
の

１

・郵便物の紛失
・取扱作業手順の確認・徹底
・複数体制による確認事務の強化

・訪問又は，電話による「お詫び，原因
　説明」の対応（対象者

１０％未満）

２
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【実施期間　平成２５年～２９年】

成果指標 実績の概要 省察

成果指標 実績の概要 省察

成果指標 実績の概要 省察

接遇に関するアンケート結果
　①窓口職場での市民アンケート

「あいさつ・声かけ運動」の推進

【接遇意識統一期】
・合同クレド研修（接遇編，ｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝ編）
・クレドポストの実施

1)クレドマイスター投票の実施により，すべての職員が接
遇のあり方を強く意識することにつながり，また，投票を受
けた職員の意欲向上につながった。

2)接遇の意識は高いが，今後も継続的に「あいさつ・声か
け運動」を行い，意識を持続させる必要ある。

3)市民アンケートの結果は，おしなべて高く，さらなる接遇
の向上に向けては，改善の視点を見いだす工夫が必要
である。

①市民アンケート
　・全職場全項目の「良い」「おおむね良い」を合算
した回答率の平均値98.6%（「やや悪い」「悪い」は
0.7%）
　※アンケートの選択肢から「ふつう」を無くした

＊職員間アンケート
　・職場の接遇の状況が「良い」「おおむね良い」合
算した回答率96.1%
　・あいさつ・超えかけ運動により職場内・庁内の接
遇に変化が感じられる「はい」58.9%

【運動定着期】
・行動事例を周知
・接遇向上週間の設定
・職員間アンケート

平成27年度

①窓口職場での市民アンケート

（参考）
・市民相談情報課への苦情件数・内容

平成26年度

取組項目
「あいさつ・声かけ運動」の推進

 【接遇意識向上期】
・「先のあいさつ」「先の声かけ」の徹
底
・「クレドカード」記載内容の確認
・「クレドマイスター投票」の実施
・職員間アンケート

取組項目

（参考）全庁課題　年度別取組の概要

全庁課題 　（１）　接遇の向上

平成25年度

取組項目
「あいさつ声かけ運動」の推進 接遇に関するアンケート結果

　①窓口職場での市民アンケート
①市民アンケート
　全職場全項目における「良い」「おおむね良い」を
合算した回答率の平均値90.9%（「ふつう」以下は
8.5%）

＊職員間アンケート
　・運動実施後の接遇が「良くなった」58.3%，「変わ
らない」41.7%
　・運動実施後の職場内の雰囲気が「良くなった」
46.6%，「変わらない」53.4%

1)接遇向上週間により，「あいさつ・声かけ運動」が定着し
た。
2)一方で，「FUJISAWAにこやかクレド」の基本理念，行動
指針をベースに接遇のあり方を捉え直す必要がある。
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①ファイリング巡視結果（職場の整理整
頓の状況）
②各職場にある書類・資料等の削減
（昨年度比5%削減)
③電子データの管理運用実態の調査
結果

平成27年度

取組項目 成果指標 実績の概要 省察

資料・図書及び電子データの整理と削
減

・書棚等の資料の必要性の確認，整
理，削減
・電子データの管理実態の把握と課
題解決に向けた検討

平成26年度

取組項目 成果指標 実績の概要 省察

ファイリングの再徹底と文書量の削減

・ファイリングの見直し，キャビネット
内の整理
・書類，資料，図書類の廃棄・整理

　（２）　５Ｓ運動の推進

平成25年度

取組項目 成果指標 実績の概要 省察

クリーンオフィス・クリアデスク・クリアスク
リーンの実施

・文書管理・ファイリング制度への理
解を深める
・不要文書の廃棄やファイリングの見
直し
・課内で定期的にファイリング状況を
確認する

（参考）全庁課題　年度別課題の変遷

①ファイリング巡視結果（職場の整理整
頓の状況）

①ファイリング巡視結果（職場の整理整頓の状
況）：対象各課
・職場全体の第一印象がよい（整理整頓がされて
いる）か　「できている」81.6%　「概ねできている」
16.7%　「できていない」1.8%

・全課を巡視したことにより，各課のファイリングの状況を
把握するとともに，それを契機とした再徹底につながっ
た。

・庁舎移転，組織改正に伴う執務室の移転後の状況とし
て，整理整頓が十分でないところが見受けられた。

・ファイリング巡視を継続したことでファイリングの徹底は
保たれている状況にある。

・執務室の移転にあわせて各課での資料保管期間の目
安を示すことで，図書資料等の削減を進めることができ
た。

・執務スペースの手狭さや仮住まい，仮置きの意識から，
整理整頓は十分でない。

・机上の整理整頓や紙文書・資料の削減は，電子化によ
る作業の効率化とセットで考える必要がある。

①ファイリング巡視結果（職場の整理整頓の状況）
・職場全体の第一印象がよい（整理整頓がされて
いる）か　「できている」79.3%　「概ねできている」
18.6%　「できていない」2.1%

②書類・資料等を10.8%削減

①ファイリング巡視結果（職場の整理整
頓の状況）
②各職場にある書類・資料等の削減
（昨年度比10%削減)

【実施期間　平成２５年～２９年】

全庁課題
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①需用費のうち１項目を選択し前年比
2%削減

①各部が選択した需用費　0.51％削減

※目標未達成の要因
・修繕費＝突発的な修繕
・印刷製本費＝消費税増税に対応した料金表の変
更
・光熱水費＝電気料金単価の引き上げ（量としては
達成）

①事務用紙購入枚数の前年比3%削減
②コピー枚数の削減の前年比3%削減

①事務用紙購入枚数　前年比4.15%増加
②コピー枚数の削減　前年比0.74%削減

※目標未達成の要因
・計画改定等のための資料作成
・災害対応等突発的な業務発生

①職員１人あたりの時間外勤務時間の
昨年度比10%削減

（参考）
・職員１人あたりの年休取得時間数

（参考）全庁課題　年度別課題の変遷

平成27年度

取組項目 成果指標 実績の概要 省察

効率的な業務執行の推進

・課内業務を点検し，業務の平準化
及び見直しをする
・業務の生産性・効率性を高める

実績の概要 省察

需用費の削減

平成26年度

取組項目 成果指標 実績の概要 省察

事務用紙購入枚数，コピー枚数の削減

・両面印刷や不用紙の裏紙活用の
徹底
・電子起案の促進

・棚にコストを明示しコスト意識を高
める
・在庫管理の徹底
・電気，ガス，水道の節約
・エコドライブの推進による燃料費の
削減

・各課が取組対象を決めて実施したが，単価改定など外
的要因により指標に到達できないものがあった。

・シーリング方式による需用費の削減はこれまでにも繰り
返し取り組んでおり，さらなる削減効果は出しにくい実態
がある。

・全職員が意識をした中で各課が工夫をして取り組んだ
が，業務が増加傾向にある中で節約意識だけでは実効
性のある削減取組につなげることが困難な状況が見えて
きた。

・上記を受けて，資料等の配布基準など庁内ルールの見
直しやタブレットの活用など根本的な対応の検討が今後
必要である。

【実施期間　平成２５年～２９年】

全庁課題 　（３）　コストの削減

平成25年度

取組項目 成果指標

17



（参考）全庁課題　年度別課題の変遷

①業務記述書兼リスク管理表活用状況
の調査結果

省察

業務記述書兼リスク管理表の活用の推
進

・業務記述書に基づく業務執行
・業務引継を業務記述書に基づき実
施
・リスク発生時におけるリスク発生記
録表の作成と業務見直し

・業務記述書については，徐々に活用されてきたが，既
存のマニュアルを使用している実態も見受けられるため，
それぞれの位置づけと補完性について理解されるよう，
継続して説明していく必要がある。

・リスク発生時記録表については，半期に一度，行政総
務課で集約し，類似事案のリスク発生防止に活用した。
そのなかで，行政総務課と業務主管課でリスクの捉え方
や認識の差があるものについては担当課への確認をし
たため，年度途中では「できている」とした課が，年度末
時点では「概ねできている」に改めたケースがあったもの
と考えている。ヒヤリハット時も含め，帳票の作成基準をよ
り明確に示せるよう，検討していく必要がある。

・また，活用状況調査の設問について，各課の受け止め
方に差違が見受けられたため，ヒアリングにより具体的に
状況を確認をした。実態をしっかりと把握するために回答
基準についても今後精査が必要である。

①業務記述書兼リスク管理表活用状況
の調査結果

（参考）
・業務記述所見リスク管理表の新規作
成数
・リスク発生時記録表の作成数
・業務記述書兼リスク管理表の廃止した
数

平成27年度

取組項目 成果指標 実績の概要 省察

内部統制制度帳票の活用の推進

・業務記述書兼リスク管理表の継続
的な見直し，改善，活用
・リスク発生時，重大なリスクにつな
がりかねないヒヤリハット事例につい
てもリスク発生記録表を作成，対応
について検証して，業務記述書兼リ
スク管理表の改善につなげる

業務記述書兼リスク管理表等の作成と
これに基づく業務実施

・説明会及び研修会を通じた制度の
定着
・帳票の作成を進める
・業務手順の整理，リスク管理により
業務執行の有効性・効率性を高める

平成26年度

取組項目 成果指標 実績の概要

①調査結果
・業務引継時に業務記述書兼リスク管理表を活用
しているか　「できている」「概ねできている」83.3%
「あまりできていない」「できていない」16.7%
・適宜，業務記述書兼リスク管理表を確認し，リスク
が発生しないよう努めているか　　「できている」「概
ねできている」91.2%　「あまりできていない」「できて
いない」8.8%

（参考）
・業務記述所見リスク管理表の新規作成数　134件
・リスク発生時記録表の作成数　319件
・業務記述書兼リスク管理表の廃止した数　47件

①調査結果
「業務記述書兼リスク管理表の作成率」100%

①行政組織規則に掲げる全業務の業
務記述書兼リスク分担表の作成

【実施期間　平成２５年～２９年】

全庁課題 （４）　内部統制・法令遵守の徹底

平成25年度

取組項目 成果指標 実績の概要 省察

・目標どおり全業務の帳票を作成した。今後は実際の業
務の中で，精度を高め実務に役立つ記載内容に更新し
ていく必要がある。

・業務引継等でさらなる活用を図っていく必要がある。
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（１）整理の視点
　　①　事業の方向性として，既に一定の道筋がついているもの
　　②　「市政運営の総合指針２０１６」の対象事業となっているもの
　　③　「公共施設再整備プラン」の対象事業となっているもの
　　④　分野別個別計画等により取り組むもの
　　⑤　他の個別課題と統合するもの

　平成２６年度から「藤沢市市政運営の総合指針２０１６」がスタートし，また，「藤沢市公共施設再整備基本方針」
に基づくプランも具体化したことから，それぞれの役割や目的に応じ，次の視点により整理しました。
　今後も同様の考え方により，毎年度見直しをしてまいります。

（２）平成２６年度整理結果
　　　上記の視点により見直した結果，次のとおり整理するとともに，新規課題として１課題を追加し，計２６課題
　　として取り組む。

　　平成２５年度　個別課題　　　３５課題
　　整理した課題　　　　　　　　１０課題
　　（主な理由）通常課題への移行　９課題（通常業務として実施，他の計画等での管理）
　　他の課題への統合　　　　　　　１課題
　　新規課題　　　　　　　　　　　１課題
　　平成２６年度　個別課題　　　２６課題（整理による見直し後）

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題
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（３）　改革を進めるための個別課題

＜３つの改革＞ （１）将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る

（２）市民サービスの質的向上を図る

　 （３）コスト意識の徹底を図る

(1)
市税収入の大きな伸びが見込めず，加えて扶助費等の社会保障関係費や市庁舎等の公共施設
の更新，都市基盤再整備などの支出が増加する現状において，財源を生み出すことにより，必要
な投資に活用する。

(1)(3)

(1)(3)

(1)

市有施設全体を見据えた的確な修繕施設の抽出と，計画的な予算投入により施設修繕費の縮減
及び施設の長寿命化を図る。

現在市が保有している土地や建物等の機能更新に伴い，新たに生じる活用可能資産について，
その有効活用方策の検討や不要資産の処分を進める。

これまで，公共事業を円滑に進めていくため，公社による土地の先行取得を進めてきたが，近年
の地価下落による先行投資としてのメリットの低下や土地取得の透明性に関する問題などより，そ
の存在の必要性が問われている。そこで，今後の１０年を見据えたなかで，公社の存廃について
検討するとともに，先行取得を行う際は市議会への適切な情報提供を行っていく。

所管部 ページ 課題名

総務部 33 総人件費の縮減

企画政策部 45
藤沢市土地開発公社の
あり方

総務部
出資団体所管部

23 出資団体改革の推進
公益法人制度創設後の社会状況の変化に応じた出資団体への指導監督に関する方針を定め，
継続した改革を進めていく。

一人一人の職員が持つ能力を最大限に発揮させるため，職員のやる気・モチベーションの維持・
向上に取り組む。

概　　　　　要
3つの
改革

(1)(2)(3)

(2)総務部 27
職員のやる気，モチベー
ションの向上

企画政策部
計画建築部

37
公共施設の管理及び業
務支援

企画政策部 41 公有財産の有効活用

現在の庁舎は，耐震性・老朽化・利便性・バリアフリー等に課題があることから，新庁舎への建て替
えを予定している。新庁舎建設に際しては，市民をはじめとする来庁者にとって，利便性の高い庁
舎等を実現するため，市民の意見を取り入れていく。

財務部 47
市民が利用しやすい新庁
舎建設

(2)
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市民自治部 57
情報公開の積極的な推
進

市民自治部 51
地域コミュニティ拠点施設
（市民の家・自治会館）の
あり方の検討

(2)

(2)

市民の家は，平均稼働率が２２％と低く，また，施設の老朽化に伴う建て替え費用等，様々なコスト
発生が課題となっている。自治会館は，自治会より，施設の老朽化に伴う改築や大規模修繕の要
望がある。また，地域市民の家との兼ね合いや有効活用の視点を踏まえ，地域コミュニティ拠点施
設の整備を進める必要がある。これらの課題を踏まえたあり方の検討や整備計画の作成を進め
る。

正確で迅速な市民応対，待ち時間の短縮など，日々の業務執行の中で改善を行っているが，市
民ニーズがますます多様化している現状に対応するため，さらなる業務改善に取り組む。

市民の知る権利を保障するため，行政文書公開請求に対する諾否判断及び決定理由付記実務
の精度向上や附属機関等の会議開催情報を的確に提供する等，情報公開制度の的確な運用の
徹底を図る。

市民が郷土の歴史・文化に触れられるようにするため，市の保有する文化財等をはじめ，地域の
文化資産を幅広く展示公開・情報共有するための環境を整備する。

概　　　　　要
3つの
改革

市民自治部 53
市民及び来庁者の利便
性向上に向けた市民窓口
センターの業務改善

(1)(2)(3)

(1)(2)

所管部 ページ 課題名

69
福祉窓口業務及び相談
機能の充実

福祉部
保健医療部
企画政策部

73
地域包括ケアシステムの
構築

子ども・子育て支援新制度の本格実施を見据えながら，子どもの健やかな成長のために適切な環
境が確保されるよう，子ども・子育て家庭等を対象とした支援事業を効率的かつ計画的に行い，地
域のニーズに即した独自の新たな支援策を構築する。

生涯学習部 61
文化資産等を活用した
「郷土愛あふれる藤沢」の
実現

福祉部 65
介護保険料の収納率向
上（収入未済額及び不納
欠損額の縮減）

(3)

(2)

(1)(2)

職員の適正配置，新たな滞納管理システムの導入・活用も含めて，より大きな成果が得られるよう
取組を進める。

複数課にまたがる相談や，どこに相談すればよいのかわからない相談に対して，包括的に対応で
きる福祉総合相談支援体制を構築する。

２０２５年問題を見据え，高齢者が住み慣れた地域で自分らしく尊厳を持って暮らせるよう，在宅医
療の推進と介護との連携，介護サービスの充実，介護予防・生活支援サービス等の充実を図る。

効率的な収納率向上の実施手法を模索するとともに，適切な処理を行える体制についても併せて
検討する。

高齢者が自立した生活を送る期間を少しでも長く維持するため，生活習慣病予防や健康づくりの
普及啓発を庁内で横断的に実施し，市民の健康保持のための環境整備を行う。

福祉部

(3)

(2)

(2)

保健医療部 77
国民健康保険料の収納
率向上（収入未済額及び
不納欠損額の縮減）

保健医療部 81
超高齢社会に向けた健康
づくり推進

子ども青少年部 85
子ども・子育てに関する新
たな支援策の構築
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環境部 89 エネルギーの地産地消

教育部 115
学校施設の効率的な維
持管理

(1)

(1)(3)

消防局 99 勤務体制の見直し

教育部 107
藤沢市立学校教職員の
不祥事の防止

教育部 111
いじめや不登校等，様々
な悩みを抱える児童生徒
への相談体制の充実

経済部

課題名

(1)(3)

(2)

(1)(3)

(3)

(2)

施設の老朽化等に伴う経費は年々増加していくため，計画的に施設・設備を改修することにより，
限られた財源で効率的に維持修繕を行っていく。

公立病院として，また地域の基幹病院として，求められる医療サービスを安定的，継続的に提供
するため，さらなる収益の増と費用の縮減に努め，健全経営を推進していく。

市民病院 119
将来にわたる健全経営の
推進

経済部 97
民間主導によるイベント誘
致からなる新たな観光誘
客

93
「経済・産業」に関する情
報力の強化

消防局 103
救急ワークステーション活
用による市民サービスの
向上

所管部 ページ 概　　　　　要
3つの
改革

ＣＯ2の削減に向け，太陽光等の再生可能エネルギー及び新エネルギーである燃料電池の普及
推進と，民間事業者等と連携してエネルギーの地産地消を進める仕組みづくりを行うとともに，電
力料金削減により経済効果の生み出しを図る。

各種の経済・産業施策の連携・一体化を図るため，多岐にわたり分散化している各種情報を集約・
共有し，より効果的に活用していくための仕組みを構築する。

現行の多くのイベントは，市の負担金・補助金及び企業・団体の協賛金・負担金により運営されて
いるが，現在の経済動向や社会状況から，企業・団体に対しさらなる負担増を求めることは厳しい
状況にある。そこで，民間主導のイベント等を積極的に誘致し，新たな観光誘客に繋げていく。

南北消防署の本署及び各消防出張所における見張り勤務に代わり，外部と指令室との直接通話
が可能な機器を設置することにより，時間外勤務経費の縮減と職員への負担軽減の両立を図る。

救急ワークステーションを救急隊員の研修施設として運用することで，出動機能を備えた研修の場
を確保するとともに，必要に応じ医師が救急車に同乗することで救命率の向上と隊員の能力向上
を図る。また，当直員の確保のため，病院実習者を当直者として有効に活用する。

市政運営の基本方針「法とモラルを守る藤沢」に基づき，藤沢市立学校教職員服務規程を作成
し，その周知徹底を図るとともに不祥事防止に関する研修会を開催し，教職員の規範意識を高め
る。

近年，児童生徒や保護者の相談ニーズが多様化するとともに相談件数も増加しており，丁寧な相
談の実施やいじめをはじめとする様々な悩みを気軽に相談できる体制が必要なため，スクールカ
ウンセラーの配置やスクールソーシャルワーカーの派遣などを検討し，相談機能の更なる充実を
図る。

(2)

(2)
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○

○

○

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票 【実施期間　平成２５年～２９年】

課　題　名 　出資団体改革の推進 課 題 番 号 (1)

所　管　部 　総務部・出資団体所管部 関　係　課 　行政総務課・出資団体指導担当課

課 題 概 要
（取組前の状況）

出資団体改革は，「藤沢市出資団体将来像最終案＜改訂版＞」における将来像の実現時期を平成25年度当初として設定し，取組を行ってきた。これまでの
出資団体改革により統廃合・事業移管ができたが，公益法人制度創設後の社会状況の変化に応じた出資団体への指導監督に関する方針を定め，継続した
改革を行う必要がある。

新・行財政改革基本方針に
基づく3つの改革

※該当するものに ○ をつける（複数可）

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

２．市民サービスの質的向上を図る改革

３．コスト意識の徹底を図る改革

取 組 概 要

1.公益法人への移行を目指している団体については，移行期間内に申請を完了し確実に認定を受けるために，県と十分に協議・調整のうえ課題整理，申請を行うよう指導する。
2.市の出資比率が25%を超える（土地開発公社を除く）8団体を対象に，「新・行財政改革基本方針」の3つの改革・4つの視点を基本とする改革基本方針を策定する。この中で，社会状況の変
化や市民ニーズの変化に対応した事業展開，より質の高いサービスの提供，情報公開の推進を図るとともに，中長期的な視野に立脚した経営課題の整理と解決に向けた取り組み，組織体
制の見直しと人員体制の整備，人材育成を求める。
3.各出資団体は，指導担当課と協議し上記2の基本方針をもとに改革プランを作成して取組を進める。
このことにより，出資団体への市の関与を縮小し自立した法人運営をめざす。期間は，平成25年度～29年度までの5年間とするが，平成26年度～28年度の3年間で集中的に取り組むこととす
る。
【改革プランでの取組内容】
1)出資団体としての行政の補完の役割，定款等に定められている公益的意義に即した事業の方向性の整理
2)住民サービスに着目した事業サービス水準目標の設定と実現
3)自立性を高めるため中長期を見据えた経営課題の整理と解決
4)組織と人員体制の見直し，人材育成計画の策定
対象法人：(一財)藤沢市開発経営公社，(社福)藤沢市社会福祉協議会，(公財)藤沢市保健医療財団，(公財)藤沢市みらい創造財団，（株)藤沢市興業公社，(公財)湘南産業振興財団，(公財)
藤沢市まちづくり協会，藤沢市民会館サービス・センター(株)　　※藤沢市土地開発公社については，その存廃を含めた団体のあり方が別途検討されているため，この計画から除外する。

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
①　新たな公益法人制度への対応に向けた支援（指導
担当課・行政総務課）

②　基本方針の策定（行政総務課・指導担当課）

③　出資団体ごとに自己点検を実施し，結果をもとに
改革プランを作成（指導担当課・出資団体）
④　改革プラン取組の開始（出資団体）

③④　改革プランの作成，取組項目の着手による経営
基盤の確立と人的・財的自立の促進

①　5財団法人中3法人が公益財団に移行済，1法人が
公益財団に，1法人が一般財団に平成26年4月に移行
予定

②　基本方針の策定に向けて指導担当課及び出資団
体と協議し，10月に策定した。

③④　従前の出資団体改革における未実施の課題に
ついて，各出資団体及び指導担当課と協議。各団体に
おいて，改革プランを作成した。

①　公益財団法人への期限内の移行申請と確実な移
行（3団体）

②基本方針の策定及び自己点検評価の実施 ②　各出資団体の情報公開の推進

④　各団体が策定した改革プランの
着実な実施に向けた連携の強化
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② 各団体の改革プランの進捗状
況を検証し，状況変化等があれば，
それに応じた対応策を講じること。
③ 団体間で共通する課題の解決
に向けて，各団体間の情報交換・共
有を進め，連携した取組を進めるこ
と。

④ 団体の経営状況及び今後の経
営見通しを把握し，将来的な経営課
題に対して，指導担当課とともに出
資団体に対する助言等の支援を行
うこと。

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績

②　改革プランに基づく取組の実行（出資団体）と助
言・指導（指導担当課・行政総務課）
③　団体間の課題・情報の共有の場づくりとして，経営
幹部や総務担当者を対象とした会議を開催する。
④　各団体の事業実施状況や今後の経営見通し等に
ついて把握をするため，ヒアリングを実施する。

②③④　各団体の改革プランの進展及び課題解決に
よる経営基盤の確立と人的・財的自立の促進

②③
・本市の給与制度に準じていた5団体が，独自給与制
度を導入し，自立的な運営基盤の構築に資した。
・出資団体調整会議を開催し，進捗状況・課題を情報
共有した。共通の課題として，人材育成，退職給付積
立，今後の人員体制等が挙げられ，団体・市との役割
の中で今後の対応を整理した。
・上記の課題解決に向けて，団体の総務担当者を対象
にした出資団体総務担当者会議を新たに設置し，２回
開催し、その会議からの発意で，総務担当者のメーリ
ングリストを創設し，団体全体での日常的な情報交流・
共有の基盤構築に資した。
④　平成25年度決算内容について点検を行うととも
に，改革プラン平成25年度実績に基づき各団体とのヒ
アリングを指導担当課とともに実施して課題の共有及
び意見交換を行い，改革プランの進展及び課題解決に
つなげた。

① 改革プランのモニタリング項目
を分析し，分かりやすい情報提供を
行うこと。

平成27年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
① 改革プランのモニタリング項目（経営状況等）を分
析し公表する。
② 改革プランの進捗状況を把握・検証し，助言・指導
を行う。また，状況変化に応じて，対応策を講じる。（指
導担当課・行政総務課）
③ 団体間の課題・情報の共有の場づくりとして，経営
幹部や総務担当者を対象とした会議を開催する。人材
育成等の共通課題を各団体で連携して課題解決を図
るよう調整を進める。
④ 団体の経営状況及び経営見通しを把握するため，
ヒアリングを実施する。将来的な経営課題があれば，
団体が対応策を講じられるよう助言等必要な支援を行
う。（指導担当課・行政総務課）

① 改革プランのモニタリング項目の分かりやすい情
報提供を行うことで，出資団体の経営状況等を明らか
にすること。
②③④
・各団体の改革プランの着実な進展が図られること。
・健全経営に向けた経営基盤の確立が図られること。
・人的・財的自立が促進すること。
・団体間における連携基盤の制度設計及び課題解決
に向けた具体の取組に着手すること。

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
① 改革プラン及び前年度課題に応じた取組の実行
（出資団体）と助言・指導（指導担当課・行政総務課）

① 各団体の改革プランの進展及び課題解決による経
営基盤の確立と人的・財的自立の促進

①　改革プランモニタリング項目(経営状況等)の公表 ①　各出資団体の情報公開の推進

4月1日付けで，1法人が公益財団に移行，1法人が一
般財団に移行し，これにより，すべての財団法人の移
行を済ませ，公益法人制度改革への対応が完了した。

①　10月に改革プランのモニタリング項目である財務
状況や役職員の状況を一覧にして公表することで，出
資団体の情報公開を推進した。

次年度課題
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平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
① 改革プラン及び前年度課題に応じた取組の実行
（出資団体）と助言・指導（指導担当課・行政総務課）
② 平成26年度から28年度取組状況のまとめ（出資団
体・指導担当課）
③ 平成30年度以降5年間の経営課題抽出（出資団
体・指導担当課）
④ 今後の取組方針の検討（行政総務課・指導担当
課）

① 各団体の改革プランの進展及び課題解決による経
営基盤の確立と人的・財的自立の促進

③④ 取組項目②に基づく，平成30年度以降の出資団
体に対する指導監督方針の方向性の確認

実　施　項　目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実　施
スケジュール

1．公益財団法人への移行
（平成25年4月1日時点，5団
体中3団体移行済み）

計　画

2-1．改革基本方針の策定
（行政総務課・指導担当課）

計　画

実　績

１団体は公益財団法人に,１団
体は一般財団法人に移行し，
全団体で公益法人制度改革へ
の対応が完了。（平成26年４
月）

10月に改革プランモニタリン
グ項目をホームページで公表実　績

素案を作成し各団体，指導担
当課と協議。10月に確定。

3-1．経営課題等の点検・改
革プランの作成（出資団体・
指導担当課）（※H25「改革準
備期間」）

計　画
点検　　　　　　プラン作成

実　績
各団体の課題確認を実施
平成25年度中にプラン作成

3-2．改革プランによる取組
（出資団体）
取組への助言・指導（指導担
当課・行政総務課）
(※H26-H28「集中改革期間」)

計　画

実　績

出資団体調整会議の開催(４
回)
出資団体総務担当者会議の開
催（２回）
決算状況の点検及び改革プラ
ン取組内容のヒアリング

指　標 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　　計 結　　果

自主財源比率

a.基準値(H24決算値) 42.6% 42.6% 42.6% 42.6%

42.1% 41.5%

△0.5%

42.6% -

b.実績値

△1.1%

備考

H24年度比△0.5%の
原因は，産業振興財
団△2.6%（県受託事業
の減），市民会館サー
ビスセンター△1.8%(売
上減）等によるもの。

H25年度比△0.6%の
原因は，産業振興財
団△17.4%(産業セン
ター廃止に伴う施設
管理運営事業の終了
による収益減)等によ
るもの。

-

-c.基準値との差

2-2．今後5年間に向けた課題
抽出
今後の取組方針の検討
（※H29「改革検証期間」）

計　画

実　績

※H26～H28集中改革期間 

情報公開の推進（改革プランモニタリング項目の公表） 
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付　　記

420.6% 2,403.2% 3,105.8%

平成29年度平成26年度 平成27年度 平成28年度

(参考　各団体における自主財源比率，流動比率，自己資本比率の状況）

平成25年度

58.6% 55.5% 55.1%

93.8% 89.8%

33.8% 34.0%

40.5%

64.1%

52.6%

11.8% 12.2%

64.0%

42.2% 47.8%

自主財源比率＝7団体の総収入に占める市支出金（委託料，補助金，負担金等）以外の割合を平均したもの
7団体＝藤沢市土地開発公社を除く出資比率25%超の8団体のうち，(一財)藤沢市開発経営公社を除く7団体(※（一財）藤沢市開発経営公社は，公益目的支出計画に基づき，本市に対して，
市支出額を超える寄付を行うことから対象外とする）
「ａ．基準値」＝平成24年度決算値　　 「ｂ．実績値」＝当該年度決算値。

36.1% 41.0%

51.0%

平成24年度
（基準値）

31.3%

36.3%

40.6%

42.9%

256.9%

61.4%

66.6%

116.7%

50.9%

68.1% 68.5%

42.6% 42.1%

64.0% 46.6%

147.0%

67.0% 64.7%

344.9% 302.5%

38.8%

242.7%

394.3% 423.6% 442.5%

57.2% 57.4% 57.2%

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　　計

41.5%

抑制効果額
d.目標値

e.実績値

付　　記

　※参考として，以下に，各団体の自主財源比率を示すとともに，経営の健全性を把握するため流動比率，自己資本比率を示す。また，注意を要する数値の欄は網掛けで表示する。
　なお，注意を要する数値については，個別に団体に確認を行うとともに，今後の対策が必要であれば早期の対応を図る。

団体名

（株)藤沢市興業公社

(公財)藤沢市まちづくり協会

藤沢市民会館サービス・センター(株)

(公財)藤沢市保健医療財団

(社福)藤沢市社会福祉協議会

(公財)湘南産業振興財団

(公財)藤沢市みらい創造財団

平均

自主財源比率

指標

自主財源比率

自主財源比率

自主財源比率

流動比率

自己資本比率

流動比率

自主財源比率

自主財源比率

自主財源比率

106.3% 126.2%

流動比率

自己資本比率

流動比率

216.6% 238.4% 218.6%

41.4%

自己資本比率

自己資本比率

224.1%流動比率

(一財)藤沢市開発経営公社 自主財源比率 -

12.5%

472.0%

55.0%

116.2%

67.9%

自主財源比率

自己資本比率

自己資本比率

流動比率

自己資本比率

372.8% 307.6%

流動比率

56.2% 64.1%

流動比率 1,645.2% 17,421.4% 23,116.2%

自己資本比率

流動比率

79.4% 76.0% 76.4%

- -

56.9%

自己資本比率 34.1% 34.7% 95.9%

44.1% 46.4%

財政的効果

 流動比率は，流動資産を流動負債で除し
た数値であり，支払い能力を表すもので，短
期的な財務の安全性を測る指標である。一
般に150%以上が望ましいとされ，それを下
回る場合(特に100%を下回る場合)は注意を
要する。 
 
 自己資本比率は，正味財産（自己資本)を
資産合計（総資本）で除した数値であり，こ
の数値が高いほど，財務的安全性が高いも
のである。一般に40%以上が望ましいとされ，
それを下回ると注意が必要である。 
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○

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票

取組項目

【実施期間　平成２５年～２９年】

(1)人材育成基本方針に基づく施策
・基本方針に則した人事評価制度及び研修カリ
キュラムを一体的に運用
・各研修の実施にあたり方針の内容について詳細
な説明を実施
→これらにより，研修目的や評価基準，求められる
能力等が明確になり，職員の自己啓発やモチベー
ションの向上につながっている。

(2)風通しの良い職場環境づくり
「あいさつ・声かけ運動」の継続的な取り組みを実
施。
これに加え，
・新たに「クレドマイスター投票」を実施
→投票行為により職員全体の接遇に対する意識を
喚起するとともに，接遇意識の比較的高い被投票
者の，意欲向上につながっている。
・出張職場研修（接遇）の実施
→職場内の接遇・コミュニケーションについて，組
織として一体感のある風土の醸成につながってい
る。

(3)メンタルヘルス対策
・4月に所属長研修において，「職場のメンタルヘル
スケア」の講義を実施。→所属長によるラインケア
・4月に新採用職員に対し，健康管理に関する講義
を実施するとともに，9月に不調者に対する保健師
面談を実施。→職員のセルフケア及び産業保健ス
タッフによるケア
・7月に「職員メンタルヘルス調査」を行い，職員個
人個人への指導を実施。
・8月，6号事業所（学校給食職場）で給食調理員，
栄養士対象のメンタルヘルス研修を実施。→職員
のフォロー
・9月に人事・研修担当職員による半年間の振り返
り面談を実施。→新採用のフォロー
⇒「職場の健康度」は，一般平均値を上回り，昨年
度値を0.4ポイント上回った。
・11～１月，メンタルヘルス調査に基づき，所属長
対象の，産業カウンセラーによる面談を実施。
→所属長による職場の現状の把握及び職場のマ
ネージメントに活かされている。
・3月，メンタルヘルス調査分析の結果，職員全体
の健康面の課題とされた「対処可能感」を高め，職
場のコミュニケーションを改善するための研修を管
理職層向けに実施。
→管理職自身のセルフケア及び，ラインケアによる
予防につながっている。

平成26年度

(1)人材育成基本方針に基づく施策
・基本方針に基づく研修の実施並びにＯＪＴの推進
・人材育成につながる人事制度の推進
人材育成型人事評価制度やFA，専任職制度，自
己申告制度を活用した適材適所の人事配置，登用

(2)風通しの良い職場環境づくり
・「あいさつ・声かけ運動」の推進
・クレドマイスター投票の実施
・出張職場研修「接遇・コミュニケーション」の実施

(3)メンタルヘルス対策
・「心の健康づくり」計画に基づく健康相談等のメン
タルヘルス対策事業の実施
・職員メンタルヘルス調査及び調査結果に基づく所
属長面談等のフォローの実施

・職員のモチベーション向上
・職員間のコミュニケーション能力向上
→「職場の健康度」指標の一般平均値以上の達成
→職員アンケート結果の向上

（1）
・ＦＡ，専任職制度のさらなる活用
を進めるため，研修の中で制度の
周知を図る必要がある。

（2）
・「あいさつ・声かけ運動」を行うこ
とにより，職員の接遇に対する意
識も高まってきているが，「市民
サービス」及び「職員間のコミュニ
ケーション」のさらなる向上を目指
し，組織として一体感のある取り
組みが必要である。

（3）
・市独自に実施してきた職員メンタ
ルヘルス調査を，労働安全衛生法
改正により2015年12月1日から義
務化される「ストレスチェック」に適
合する仕様に移行しながら，継続
的に実施する必要がある。

３．コスト意識の徹底を図る改革

次年度課題

(1)人材育成基本方針の見直しを実施した。これに
伴い，研修カリキュラム全体や人材育成型人事評
価制度の評価項目等の見直しも実施した。

(2)「あいさつ・声かけ運動」やコミュニケーション研
修等の実施

(3)7月に職員メンタルヘルス調査を実施，この結果
を受けて，10月より産業カウンセラーによる所属長
面談を実施するとともに，各職員のセルフケアにつ
いての講習会等を実施した。

課　題　名 　職員のやる気，モチベーションの向上

　地方分権改革やそれに伴う公務員制度改革，職員構成の変化などが進行している中で，複雑高度化した課題，多様化した住民ニーズなどへの対応が求めら
れており，自治体の一人一人の職員が持つ能力を最大限に発揮させることが重要である。このためには，能力発揮の源泉となる職員のやる気・モチベーション
をどのように維持・向上させていくかが課題となる。

(2)

　職員課

課 題 番 号

成果目標

課 題 概 要
（取組前の状況）

成果実績

成果実績

関　係　課

２．市民サービスの質的向上を図る改革

所　管　部 　総務部

自治体の最大の資源である「職員」のやる気やモチベーションを引き出すべく，人事・研修制度の見直しを行うと共に，メンタルヘルスの維持・向上にも取り組んでいく。
・人材育成型人事評価制度の更なる推進
・人材育成基本方針見直しに伴う，フリーエージェント制度など人事制度の見直し
・人材育成基本方針見直しに伴う，研修カリキュラム等の見直し
・メンタルヘルス調査をはじめとするメンタルヘルスの維持・向上

成果目標 次年度課題

新・行財政改革基本方針に
基づく3つの改革

※該当するものに ○ をつける（複数可）

取組項目

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

(1)人材育成基本方針の検証に基づく基本方針の
再構築
・ジョブローテーションや専任職，ＦＡ制度等の活用
並びに職務職責に応じた人事配置の実施
・受講者評価点，学習到達度に基づく基本・派遣研
修計画の見直し及び職場研修（ＯＪＴ）の推進
(2)風通しの良い職場環境づくりの推進
・「あいさつ・声かけ運動」の推進
(3)メンタルヘルス対策
・職員メンタルヘルス調査の実施及び「心の健康づ
くり計画」（H24策定）に基づくメンタルヘルス対策事
業

・人材育成基本方針の再構築
・「職場の健康度」指標の一般平均値以上の達成

取 組 概 要

平成25年度
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(1)人材育成基本方針に基づく施策
・基本方針に則した人事評価制度及び研修カリ
キュラムを一体的に運用
・各研修の実施にあたり方針の内容について詳細
な説明を実施
→これらにより，研修目的や評価基準，求められる
能力等が明確になり，職員の自己啓発やモチベー
ションの向上につながっている。

(2)風通しの良い職場環境づくり
「あいさつ・声かけ運動」の継続的な取り組みを実
施。
これに加え，
・新たに「クレドマイスター投票」を実施
→投票行為により職員全体の接遇に対する意識を
喚起するとともに，接遇意識の比較的高い被投票
者の，意欲向上につながっている。
・出張職場研修（接遇）の実施
→職場内の接遇・コミュニケーションについて，組
織として一体感のある風土の醸成につながってい
る。

(3)メンタルヘルス対策
・4月に所属長研修において，「職場のメンタルヘル
スケア」の講義を実施。→所属長によるラインケア
・4月に新採用職員に対し，健康管理に関する講義
を実施するとともに，9月に不調者に対する保健師
面談を実施。→職員のセルフケア及び産業保健ス
タッフによるケア
・7月に「職員メンタルヘルス調査」を行い，職員個
人個人への指導を実施。
・8月，6号事業所（学校給食職場）で給食調理員，
栄養士対象のメンタルヘルス研修を実施。→職員
のフォロー
・9月に人事・研修担当職員による半年間の振り返
り面談を実施。→新採用のフォロー
⇒「職場の健康度」は，一般平均値を上回り，昨年
度値を0.4ポイント上回った。
・11～１月，メンタルヘルス調査に基づき，所属長
対象の，産業カウンセラーによる面談を実施。
→所属長による職場の現状の把握及び職場のマ
ネージメントに活かされている。
・3月，メンタルヘルス調査分析の結果，職員全体
の健康面の課題とされた「対処可能感」を高め，職
場のコミュニケーションを改善するための研修を管
理職層向けに実施。
→管理職自身のセルフケア及び，ラインケアによる
予防につながっている。

平成26年度

(1)人材育成基本方針に基づく施策
・基本方針に基づく研修の実施並びにＯＪＴの推進
・人材育成につながる人事制度の推進
人材育成型人事評価制度やFA，専任職制度，自
己申告制度を活用した適材適所の人事配置，登用

(2)風通しの良い職場環境づくり
・「あいさつ・声かけ運動」の推進
・クレドマイスター投票の実施
・出張職場研修「接遇・コミュニケーション」の実施

(3)メンタルヘルス対策
・「心の健康づくり」計画に基づく健康相談等のメン
タルヘルス対策事業の実施
・職員メンタルヘルス調査及び調査結果に基づく所
属長面談等のフォローの実施

・職員のモチベーション向上
・職員間のコミュニケーション能力向上
→「職場の健康度」指標の一般平均値以上の達成
→職員アンケート結果の向上

（1）
・ＦＡ，専任職制度のさらなる活用
を進めるため，研修の中で制度の
周知を図る必要がある。

（2）
・「あいさつ・声かけ運動」を行うこ
とにより，職員の接遇に対する意
識も高まってきているが，「市民
サービス」及び「職員間のコミュニ
ケーション」のさらなる向上を目指
し，組織として一体感のある取り
組みが必要である。

（3）
・市独自に実施してきた職員メンタ
ルヘルス調査を，労働安全衛生法
改正により2015年12月1日から義
務化される「ストレスチェック」に適
合する仕様に移行しながら，継続
的に実施する必要がある。
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成果目標

次年度課題成果実績

・人材育成基本方針に基づくジョブローテーション
や専任職等の人事制度の活用並びに研修体系の
構築による職場環境の向上
・「職場の健康度」指標の一般平均値以上の達成

・人材育成基本方針に基づくジョブローテーション
や専任職等の人事制度の活用並びに研修体系の
構築による職場環境の向上
・「職場の健康度」指標の一般平均値以上の達成

取組項目

成果実績

成果実績

(1)人材育成基本方針に基づく取組の推進
・人材育成基本方針に基づく専任職などの人事制
度の活用並びに職務職責に応じた人事配置の実
施
・人材育成基本方針に基づく研修の実施並びにＯ
ＪＴの推進
(2)風通しの良い職場環境づくりの推進
・「あいさつ・声かけ運動」の推進
(3)メンタルヘルス対策
・職員メンタルヘルス調査の実施及び第二次「心の
健康づくり計画」に基づくメンタルヘルス対策事業

次年度課題

次年度課題

(1)人材育成基本方針に基づく取組の推進
・人材育成基本方針に基づく専任職などの人事制
度の活用並びに職務職責に応じた人事配置の実
施
・人材育成基本方針に基づく研修の実施並びにＯ
ＪＴの推進
(2)風通しの良い職場環境づくりの推進
・「あいさつ・声かけ運動」の推進
(3)メンタルヘルス対策
・職員メンタルヘルス調査及び「心の健康づくり」計
画に基づくメンタルヘルス対策事業の実施
・「心の健康づくり」計画期間終了。次期に向けた計
画評価・見直し

(1)人材育成基本方針に基づく取組の推進
・人材育成基本方針に基づく専任職などの人事制
度の活用並びに職務職責に応じた人事配置の実
施
・人材育成基本方針に基づく研修の実施並びにＯ
ＪＴの推進
(2)風通しの良い職場環境づくりの推進
・「あいさつ・声かけ運動」の推進
(3)メンタルヘルス対策
・職員メンタルヘルス調査の実施及び第二次「心の
健康づくり計画」に基づくメンタルヘルス対策事業
開始

取組項目（予定）

取組項目（予定）

平成27年度

成果目標

・人材育成基本方針に基づくジョブローテーション
や専任職等の人事制度の活用並びに研修体系の
構築による職場環境の向上
・「職場の健康度」指標の一般平均値以上の達成
・「心の健康づくり計画」の第二次計画の策定

平成28年度

平成29年度

成果目標
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職員メンタルヘルス調査の実
施

指　標

計画どおり実施

計画どおり実施

計画どおり実施

平成28年度

実施

計画どおり実施

平成26年度

- -

平成29年度

計　画
実施

-

実　績

-

第一次計画期間

計画どおり実施

計　画
実施

実施

施行
再構築

平成26年度 平成28年度

実　績

計画どおり実施

計　画

平成29年度平成27年度

実　績

施行

計画どおり実施

平成27年度 結　　果

52.3

付　　記

職場の健康度
（職員メンタルヘル

ス調査より）

全職員を対象に実施している健康度調査の結果のうち，「職場の健康度」を実績値として表示
（標準偏差値50：偏差値は，委託業者が保有する70万人以上のデータから，日本の産業構造に合う形で無作為にサンプリングした120社1,000人の結果を利用した一般平均をもとに算定）
平成24年度実績値　51.8

合　　計

第二次計画策定

計画どおり実施

実　施　項　目 平成25年度

実　績

第二次計画期間

実　績

計画どおり実施

計　画
人材育成基本方針の検証に
基づく基本方針の再構築

計　画

実　施
スケジュール

人材育成基本方針に基づく専
任職等の人事制度の活用並
びに職務職責に応じた人事配
置の実施

計画どおり実施

改訂版を作成

あいさつ・声かけ運動の実施
実　績

　「心の健康づくり計画」メンタ
ルヘルス対策事業

実施

b.実績値

人材育成基本方針に基づく研
修体系の構築並びにＯＪＴの
推進

計　画

平成25年度

実　績

-a.目標値

51.9

計　画

コミュニケーション能力等向上
のための研修の実施
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平成29年度

-

合　　計 結　　果

-

平成28年度

-

付　　記

全職員を対象に実施した「現場起点の視点に関するアンケート」の結果のうち，「市役所全体が風通しの良い，コミュニケーションが図りやすい雰囲気であると感じていますか。」と言う設問に
対し，「感じている。」「概ね感じている。」と回答した割合を実績値として表示
平成25年度から実施

b.実績値 45.9％ 55.5％

平成28年度

-

財政的効果

a.目標値 -

平成25年度

風通しの良い職
場（現場起点の
視点に関するア
ンケートより）

抑制効果額

合　　計

付　　記

平成29年度平成27年度

e.実績値

平成25年度

平成26年度 平成27年度

平成26年度

d.目標値

指　標
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○

　総人件費の縮減

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票

課 題 番 号課　題　名

　個人所得や企業収益は依然低迷を続けており，市税収入の大きな伸びは見込めない状況である。加えて，増え続ける生活保護費をはじめとする扶助費など
の社会保障関係費や，公共施設の老朽化対策，都市基盤再整備などの需要は，今後更に大きく財政を圧迫することが見込まれる。一方で，職員給与水準の一
指標であるラスパイレス指数については，平成23年度は104.7と全国第２位（平成24年度参考値：104.8 全国第３位）の高水準であることが課題となっている。

所　管　部 　総務部

(3)

　職員課

課 題 概 要
（取組前の状況）

関　係　課

次年度課題

・全職員平均1.45%の給料削減を実施するとともに，平成
27年度末までの継続を決定した　効果額 395,200千円
・行(1)及び行(2)適用職員の初任給の引き下げを実施し
た　効果額 7,100千円
・退職手当の段階的引き下げを実施し，支給月数を約
11.5%引き下げた　効果額 231,400千円
・職務職責に応じた職員配置を実施し，部長級を１人・
参事級を４人・課長級を５人減した　効果額 50,000千円
（合計　管理職職員９人減）

現在実施している給料削減を終了
した後の対応を検討する必要があ
る

新・行財政改革基本方針に
基づく3つの改革

※該当するものに ○ をつける（複数可）
３．コスト意識の徹底を図る改革

取 組 概 要

平成25年度

２．市民サービスの質的向上を図る改革

平成26年度

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

成果目標

年間財政効果額
535,000千円

年間財政効果額
425,000千円

成果目標

本市の財政状況を鑑み健全財政を維持するため，職員の給料の削減措置を講じる等，平成22年度決算人件費の５％に相当する17億円の削減を目指す。
＜具体的な取組＞
　1) 平成24年10月から実施している一般職及び常勤の特別職の給料削減について，継続実施を検討する
　2) 初任給の引き下げを実施する（人材確保の観点から行政職(1)及び(2)を対象とし，平成25年４月から実施する）
　3) 国家公務員の退職手当の段階的引き下げを受け，本市の対応を検討する
　4) 職務職責に応じた職員配置を行う

・給与削減の継続を検討する
・初任給の引き下げを実施する（平成25年４月）
・退職手当について本市の対応を検討する
・職務職責に応じた職員配置を実施する

取組項目
・給与削減の継続を検討する
・初任給の引き下げを継続して実施する
・退職手当の引き下げを段階的に実施する
・職務職責に応じた職員配置を実施する

次年度課題

・全職員平均1.45%の給料削減を実施するとともに，平成
26年度末までの継続を決定した　効果額 385,700千円
・行(1)及び行(2)適用職員の初任給の引き下げを実施し
た　効果額 7,600千円
・退職手当の段階的引き下げを実施し，支給月数を約
5.8%引き下げた　効果額 108,200千円
・職務職責に応じた職員配置を実施し，部長級を３人・
参事級を４人減した　効果額 31,500千円

成果実績

成果実績取組項目

【実施期間　平成２５年～２９年】
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平成29年度

実　績

合　　計

実　施
スケジュール

退職手当の段階的引き下げ

実　績

実　績

計　画

計　画

指　標

人件費削減額
の目標額

平成26年度

a.目標値

結　　果

1,700,000千円

b.実績値

＜総人件費削減額の総額＞
平成22年度決算人件費の5%相当額を目標合計数値とする。
合計欄には平成24年度給料削減実績額の145,000千円を含む。付　　記

c.目標との差

一般職及び常勤特別職の給
与削減の継続実施検討

初任給の引き下げ

職務職責に応じた職員配置の
実施

平成27年度までの段階削減実施

計　画

計　画

平成25年度 平成28年度

683,700千円533,000千円

425,000千円 535,000千円

実施 実施

平成26年度

実施

実　績

実施

平成27年度 平成28年度

次年度課題

成果実績

成果実績

次年度課題

平成28年度

平成27年度

成果目標取組項目（予定）

実　施　項　目

取組項目（予定）

実施

595,000千円

成果目標

平成29年度

平成27年度までの段階削減実施

平成25年度

実施

108,000千円 148,700千円

次年度課題成果実績

平成29年度平成27年度

・給与削減の継続を検討する
・初任給の引き下げを継続して実施する
・退職手当の引き下げを段階的に実施する
・職務職責に応じた職員配置を実施する

年間財政効果額
595,000千円

成果目標取組項目

1,361,700千円

△338,300千円
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抑制効果額は，各年度の給与削減等により，削減を図る金額の目標値とその実績値を示したもの。
合計欄には平成24年度実績見込額の145,000千円を含む。

683,700千円e.実績値 533,000千円 1,361,700千円

付　　記

d.目標値

財政的効果 平成28年度

535,000千円 1,700,000千円

平成27年度

抑制効果額

425,000千円

平成25年度

595,000千円

平成26年度 平成29年度 合　　計
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○

○

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票

課　題　名 　公共施設の管理及び業務支援 課 題 番 号 (1)

【実施期間　平成２５年～２９年】

所　管　部   企画政策部 ・ 計画建築部 関　係　課 　企画政策課・公共建築課

課 題 概 要
（取組前の状況）

　従来の公共施設の改修及び修繕等は，施設管理者からの雨漏り，ひび割れ，機械の停止などの実態が明らかになった時点で所要の対応を実施するな
ど，施設利用状況・老朽化度・財政支出の平準化等を考慮した計画的なものではなかった。しかし，公共施設マネジメント白書で明らかにしたとおり，78.4万
㎡の施設のうち築後30年を経過したものが約42万㎡，54％を占めているため，今後20年間の単純な建替え需要に伴う財政支出は1,435億円にも上ると試算
されており，市有施設（ストック）全体を見据えた的確な修繕施設の抽出と計画的な予算配分により，公共施設の長寿命化を実現することで，施設修繕費の
縮減を図ることが求められている。

新・行財政改革基本方針に
基づく3つの改革

※該当するものに ○ をつける（複数可）

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

２．市民サービスの質的向上を図る改革

３．コスト意識の徹底を図る改革

取 組 概 要

◆既存施設の有効活用や機能更新をはじめ，耐震性の向上，修繕計画の策定などについて総体的なコーディネートを行い，計画的な維持修繕に基づく公共施設の長寿命化による修繕費
の縮減を支援し，財政支出の平準化を実現する。(※平成２５年度末に公共施設再整備基本方針を策定した。）

1)　現在，紙及びエクセルベースで作成されている建物台帳をシステム化する。建物台帳に記載されていない平成１４年度以降に建設された施設についても順次システムに入力する。
2)　標準的耐用年数期間内にあるか否かを問わず，ストックの有効活用の検討や適切な維持管理状況を把握し長寿命化を図る。
3)　公共建築物台帳システムを活用し，個別施設の再編計画時に技術支援を行う。
4)　国や専門機関が主催する研修会・講習会等への参加を促進し，近年の技術革新に係る専門的な情報の取得に努めるとともに，各々の職員の経験と実績がもつ「技術・ノウハウの共有
化・伝承（ナレッジマネジメント）」を推進する。

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・既存台帳のシステム化（ソフト選定及び導入作業）
・全庁的な整備計画の策定に向けた施設の新築及び
改築等の総合的な事業費の検証

・公共施設台帳システムのソフト選定及び導入作業を
行うこと
・事業手法の横断的な検討

・台帳システム選定のプロポーザルの実施（９月）に業
者決定し、システム構築及び公共施設調査資料の
データ量抽出を実施

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
①　既存台帳のシステム化（追加情報調査及び入力作
業）
②　全庁的な整備計画の策定に向けた施設の新築及
び改築等の総合的な事業費の検証
③　ナレッジマネジメント手法の検討

①　公共施設台帳システムの追加情報調査及び入力
作業の完了
②　設計や発注における事業手法の横断的な検討及
び事業効果を検証
③　ナレッジマネジメント（案）を策定するとともに、リス
ク共有化を図るため、公共建築課内にリスク管理委員
会を設置し、工事現場における建設業法や労働安全
衛生法等の関係法令に基づいた「リスクパトロール
チェックシート兼改善事項確認書」を作成する。また、
定期的に現場巡回することにより、施工者への注意喚
起と職員の技術力の向上を図る。

①　平成14年度以降に新築・増築等された施設につい
て、台帳作成のため追加情報調査を実施し、データ入
力を完了した。
②　藤沢公民館・労働会館複合化施設の工期算定や
資材・労務費の実情の検証を行った。また、検証を踏
まえた早期発注・完成の原則に伴う発注方法を決定し
た。
③　ナレッジマネジメント手法を検討し、（案）を策定し
た。また、課内に立ち上げたリスク管理委員会にて「リ
スクパトロールチェックシート兼改善事項確認書」を作
成し、これに基づくリスク管理一元化並びに改善を要す
る場合の報告書提出を義務付け、課内周知することで
改善点の情報共有化に努めた。
合わせて施工現場の定期巡回を行い、注意喚起と技
術力向上を図った。

平成２６年度は予定の成果を達
成した。引き続き当初予定の取組
実施を行う必要がある。
①　既存台帳のシステム化（追加
情報調査及び更新作業）
②　公共施設管理システム活用
に伴う課題整理等
③　長寿命化方策の検討・策定
④　ナレッジマネジメント手法の導
入
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平成27年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
①　既存台帳のシステム化（追加情報調査及び更新作
業）
②　計画的な維持管理手法として公共施設管理システ
ム活用に伴う課題整理と庁内周知
③　長寿命化方策の検討・策定
④　リスク管理委員会の推進と新技術の研修会等への
積極参加及び職員のやる気とモチベーションの向上を
目指したナレッジマネジメント手法の導入

①　公共施設台帳システムへの維持管理情報等の更
新及び運用
②　維持管理経費縮減のための効果的な施設修繕費
の検討及び積算
③　長寿命化方策の基本方針及び実施計画（長寿命
化プラン）の策定
④　風通しの良い職場環境の構築を前提とした、技術
支援や工法選定等のナレッジマネジメント手法の活用

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
①　計画的な維持管理手法として公共施設管理システ
ム試験活用
②　システム本格運用に向けた検証作業による課題整
理
③　長寿命化プランの適用
④　リスク管理委員会の推進と浸透を図り、ナレッジマ
ネジメント手法を運用

①　公共施設管理システムを活用した予算要求等の事
務の効率化
②　本格運用による維持管理経費の縮減効果の算定
③　長寿命化プランの適用による維持管理経費の縮減
効果の算定
④　さらなるナレッジマネジメントによるスキルアップを
目指す

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
①　計画的な維持管理手法として公共施設管理システ
ムを活用
②　作成した台帳情報を活用し再配置等の考え方の検
討
③　リスク管理委員会の推進と見直しを図り、ナレッジ
マネジメント手法の運用

①　公共施設管理システムの活用による予算の縮減
②　台帳情報を活用した再配置計画の策定
③　リスク管理委員会の見直し案の検証とナレッジマネ
ジメント手法の見直し及び最終（案）を策定

実　施　項　目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実　施
スケジュール

公共施設台帳ｼｽﾃﾑ化の導入

計　画

実　績
システム選定及び構築
公共施設調査資料のデータ量
抽出

公共施設台帳ｼｽﾃﾑの追加情
報調査及び入力作業の実施

計　画

実　績
新築・増築等された施設の追
加情報調査を実施

計画的な維持管理手法として
管理ｼｽﾃﾑ活用に伴う課題整
理と長寿命化方策検討等及
び公共施設再整備ﾌﾟﾗﾝとの
連携を図る

計　画

実　績

ナレッジマネジメントの推進等

計　画

実　績
工事現場技術向上のためリス
ク管理委員会設置及び運用
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指　標 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　　計 結　　果

a.現状値

b.実績値

c.効果値

付　　記

平成２８年度から台帳システムによる試験運用を開始することから、案件数値の指標設定を行っていく予定。

財政的効果 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　　計

抑制効果額
d.目標値

付　　記

指標設定と同様に平成２８年度から施設修繕費縮減額の効果数値設定を行う予定。

e.実績値
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○

○

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票 【実施期間　平成２５年～２９年】

課　題　名 　公有財産の有効活用 課 題 番 号 （2）

所　管　部   企画政策部 関　係　課 　企画政策課　（公共建築課）

課 題 概 要
（取組前の状況）

　市が保有している土地・建物等の機能更新に伴って新たに生じる他の活用が可能な資産について，その有効活用の方策が課題となっている。

新・行財政改革基本方針に
基づく3つの改革

※該当するものに ○ をつける（複数可）

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

２．市民サービスの質的向上を図る改革

３．コスト意識の徹底を図る改革

取 組 概 要

財政の健全化に資する公有資産の有効活用や不要資産の処分を推進するため，各部課が保有する土地等で，行政目的を終了したもの又は終了を予定しているものを確認し，効率的かつ効果的な資産
管理を進める。
また，老朽化が進む公共施設の再整備方針・再整備プラン等を策定し，将来を見据えた公共施設の再編を進める。

・各部課で保有している資産の確認
・現在進んでいる又は今後進められる計画において，既に行政目的を終了又は終了を予定している資産の把握
・藤沢市公有地等活用検討委員会（H27より「藤沢市公共資産活用等検討委員会」に組織改正）において，市が保有している公有地等の資産のうち，行政目的を終了し，又は終了を予定している資産の活
用に向けた手法の検討
・公共施設再整備基本方針及び再整備プランの策定（公共建築物台帳システムの活用と個別施設の再編計画時における公共建築課の技術支援）

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・各部課で保有している資産の確認
・藤沢市公有地等活用検討委員会において公有地の活用
に向けた方針の検討実施
・各部課で保有している利用目的のない遊休資産の活用，
処分計画の立案の促進

・各部課で保有している資産の活用，処分の方策を検討す
る。
・各部課で保有している資産の活用又は処分を図る。

７月及び１月に公有地等活用検討委員会を開催し，今年度
の土地等の活用，処分の方法等を確認した。
・目標としていた64件のうち28件を処分した。
・公共施設再整備に向けた基本方針の策定に向けた検討
を行い「藤沢市公共施設再整備基本方針」を策定した。

・委員会で課題として挙げられた土地
の活用等の進捗状況の確認
・「藤沢市公共施設再整備基本方針」を
具体化する「公共施設再整備プラン」の
策定

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
①各部課で保有している資産の確認及び旧藤沢市公有地
等活用検討委員会において公有地の活用に向けた方針の
検討
②公共施設再整備プランの検討

①各部課で保有している資産の活用・処分の方策を検討
し、決定された方策を実施することにより収益を確保する。
②公共施設再整備プランを策定する。

①公有地活用に関する公有地等活用検討委員会を2回開
催し，今年度の土地等の活用，処分の方法等の決定と進
捗状況報告を行った。また、1,177㎡（29件）の処分を行い、
売却益を確保した。
②公共施設再整備プラン（素案）を７月に市議会（特別委員
会）へ報告するとともに、パブリックコメント、市民説明会を
順次実施した。１０月に市議会へ改めて報告した後、１１月
に公共施設再整備プラン(確定版)を策定した。

①委員会で課題として挙げられた土
地の活用等の進捗状況の確認
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平成27年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
①各部課で保有している資産の確認及び藤沢市公共資産
活用等検討委員会において公有地の活用に向けた方策の
検討
②公共施設再整備プランに基づく個別施設の再整備の推
進

①各部課で保有している資産の活用，処分の方策を検討
し、決定された方策を実施することにより収益を確保する。
②公共施設再整備プランに基づく個別施設の再整備計画
の策定

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
①各部課で保有している資産の確認及び藤沢市公共資産
活用等検討委員会において公有地の活用に向けた方策の
検討
②公共施設再整備プランに基づく個別施設の再整備の推
進

①各部課で保有している資産の活用，処分の方策を検討
し、決定された方策を実施することにより収益を確保する。
②公共施設再整備プランに基づく個別施設の再整備計画
の策定

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
①各部課で保有している資産の確認及び藤沢市公共資産
活用等検討委員会において公有地の活用に向けた方策の
検討
②公共施設再整備プランに基づく個別施設の再整備の推
進

①各部課で保有している資産の活用，処分の方策を検討
し、決定された方策を実施することにより収益を確保する。
②公共施設再整備プランに基づく個別施設の再整備計画
の策定

実　施　項　目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実　施
スケジュール

決定方針に基づく、各部課で
保有している資産の活用又は
処分の実施

計　画

実　績 ２８件 1,177㎡（29件）

公共施設再整備プランの検
討・策定

計　画

実　績 １１月に策定済

公共施設再整備プランに基づ
く個別施設の再整備計画の
検討・策定

計　画

実　績

指　標 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　　計 結　　果

公有資産の
有効活用面積

a.現状値

b.実績値 （28件） 1,177㎡（29件）

c.効果値

付　　記

※平成２５年度まで有効活用件数＝処分の合計件数
　　平成２６年度より有効活用面積＝処分の合計面積　に見直し
　　　平成２６年度処分実績値内訳　　廃道路敷　804.83㎡　廃水路敷　272.56㎡　　その他　100.00㎡
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財政的効果 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　　計

土地活用・処分
による収益額

d.目標値 ―

付　　記

※平成２６年度より、土地処分・活用による収益額＝有効活用による売却益　に見直し
平成２６年度処分実績値内訳　　廃道路敷　39,410,373円　　廃水路敷　8,421,101円　　その他　2,980,000円

e.実績値 ― 50,811,474円
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○

　藤沢市土地開発公社のあり方

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票

課　題　名 課 題 番 号

関　係　課所　管　部

取 組 概 要

【実施期間　平成２５年～２９年】

  企画政策部

平成26年度

課 題 概 要
（取組前の状況）

２．市民サービスの質的向上を図る改革

３．コスト意識の徹底を図る改革

新・行財政改革基本方針に
基づく3つの改革

※該当するものに ○ をつける（複数可）

（3）

　資産管理課

平成25年度

次年度課題

・公社の存廃に関する検討を進める。
・公共事業用地の先行取得に当たり，市議会への情報
提供がルール（平成２４年度作成）に基づき進められて
いるか，また，ルールに不備がないかどうかを検証して
いく。

・公社の存廃に関する整理・検討が進んでいること（公
社の意義・功績・現状・課題（問題）・取り巻く環境・将来
性等）。
・用地の先行取得に当たり，透明性が確保されている
こと。

成果実績 次年度課題

　藤沢市土地開発公社（以下「公社」という。）が，昭和４９年に設立されて以来，本市は，公社による公共事業用地の先行取得を進めてきた。しかしながら，
近年の地価下落に伴い公社による公共事業用地先行取得の先行投資としてのメリットが薄れるとともに，土地取得に関する不透明感もありその存在自体の
必要性が問われている。

取組項目 成果目標

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

　公共事業を円滑に進めていくために土地の先行取得がまだ必要とされているため，当面の間，市議会に土地の先行取得に係る情報を提供することにより透明性の確保を図った上で，公
社の緊急的取得に対応できる機動力及び民間の金融機関から借入れができる資金を活用するとともに，市財政支出の平準化にも努めるもの。
　このような状況の中，今後１０年を見据え３年を目途に公社の存廃に関する検討を進めるとともに，公共事業用地の先行取得に当たり，市議会への情報提供がルール（平成２４年度作
成）に基づき進められているか，また，ルールに不備がないかどうかを検証していく。

成果実績

・公拡法等の緊急的な用地取得に対応できることや市
庁舎再整備等財政支出を予定している中での用地取
得に係る公社予算の活用の効果は大きい。３年間継
続して公社の役割，市の財政状況等を見据え存廃の
結果を出していくことを検討した。
・平成２５年度は，ルールに基づき８件の先行取得の情
報提供を行った。

次年度課題

取組項目
・公拡法等の緊急的な用地取得に対応できることや市
庁舎再整備等財政支出を予定している中での用地取
得に係る公社予算の活用の効果は大きい。計画の中
間年度として来年度に存廃の結果を出せるように整
理・検討を進めた。
・平成２６年度は，ルールに基づき１６件の先行取得の
情報提供を行い透明性の確保に努めた。

成果目標
・公社の存廃に関する整理・検討が進んでいること（公
社の意義・功績・現状・課題（問題）・取り巻く環境・将来
性等）。
・用地の先行取得に当たり，透明性が確保されている
こと。

・公社の存廃に関する検討を進める。
・公共事業用地の先行取得に当たり，市議会への情報
提供がルール（平成２４年度作成）に基づき進められて
いるか，また，ルールに不備がないかどうかを検証して
いく。

平成27年度

成果目標取組項目
・公社の存廃に関する最終的な整理を行い，検討結果
を出す。
・公共事業用地の先行取得に当たり，市議会への情報
提供がルール（平成２４年度作成）に基づき進められて
いるか，また，ルールに不備がないかどうかを検証して
いく。

・公社の存廃に関する検討結果が出せること。
・用地の先行取得に当たり，透明性が確保されている
こと。

・３年間継続して公社の役割，市
の財政状況等を見据え存廃の結
果を出していく。
・市議会への情報提供を確実に
行い，用地の先行取得における
透明性を確保する。

・平成２７年度に公社の存廃に関
する検討結果を出し，今後の公社
のあり方を決定する。

成果実績
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次年度課題

継続して検討

平成29年度

次年度課題

平成28年度

計　画

平成25年度

取組項目（予定）

実　施
スケジュール

実　績

e.実績値

成果実績

実　績

財政的効果

c.効果値

付　　記

平成29年度

付　　記

a.現状値

d.目標値

b.実績値

合　　計平成28年度

指　標 平成27年度平成26年度平成25年度 結　　果合　　計平成28年度

成果目標

情報提供16件

計　画

公共事業用地先行取得に関
する市議会への情報提供の
ルールの遵守及び不備の検
証 情報提供８件

土地開発公社の存廃に関す
る検討

平成25年度 平成26年度 平成27年度

平成29年度

※この課題は，取組内容の確認によって管理する。

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標

平成27年度実　施　項　目

平成29年度

平成26年度

継続して検討

成果実績
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○

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・現新館活用の方針見直しを行い，庁舎機能や利便性
等をさらに総合的に庁内検討委員会等で検討を進め，
基本設計の見直しを実施したなかで，実施設計を行
う。
・市民への周知として，進捗状況にあわせ市民説明会
等を実施する。
・実施設計の節目で，議会報告を行う。また，市のホー
ムページで市民に対し進捗状況の報告を行う。
・現新館については，各階の配置計画や必要となる機
能を検討するとともに，朝日町駐車場整備もあわせて
基本方針・計画を実施する。

・基本設計の見直し及び実施設計の進捗にあわせ，庁
内検討委員会を６回程度実施する。また，窓口分科
会，周辺整備検討部会も実施する。
・進捗にあわせ，庁舎計画の市民説明会を実施し，市
民周知を図る。
・議会，市民に対して，進捗報告及び十分な理解を得
る。
・長寿命化を含めた現新館整備の計画を検討する。

・現新館活用の方針見直し等により，１階層減を含め
た基本設計の見直しを実施し，この基本設計を基に，
実施設計を行った。
・基本設計の見直しにあわせ，庁内検討委員会を３
回，窓口分科会を１回，周辺整備検討部会を２回実施
した。また，実施設計の進捗にあわせ，庁内検討委員
会を２回，周辺整備検討部会を２回実施した。
・議会への新庁舎の計画報告については，２回実施し
た。また，市民周知として，１０月１０日号広報別刷りに
て基本設計の周知を行い，１１月に開発に伴う説明会
及び市民説明会を実施し，第２回市民説明会を３月に
行った。
・現新館及び朝日町駐車場整備の基本方針の取りまと
めを行った。

・新庁舎実施設計がほぼ完了し，平
成２７年度の工事発注に向け，出来
るだけ工事費の縮減を行う。
・現新館及び朝日町駐車場整備に
ついては，平成２６年度に基本方針
の取りまとめを行ったが，引き続き，
基本計画を平成２７年度に実施す
る。

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・庁舎計画が具体化されるなかで，各階フロアの計画
を庁舎機能や市民の意見等を反映した利便性の良い
庁舎計画を庁内検討委員会で検討し，基本設計を実
施する。
・庁舎計画の進捗にあわせ，市民利用や市民利便機
能等を中心とした，市民からの意見を取り入れるため
の市民ワークショップを行う。また，市民を対象として，
パブコメを実施する。
・基本設計の節目で，議会報告を行う。また，市のホー
ムページで市民に対し進捗状況の報告を行う。

・基本設計の進捗にあわせ，庁内検討委員会を４回実
施する。
・基本設計の進捗にあわせ，市民からの意見として
ワークショップを４回実施する。
・議会，市民に対して，進捗報告及び十分な理解を得
る。

・基本設計については，平成２５年度で完了した。
・基本設計の進捗にあわせ，庁内検討委員会を１１
回，窓口分科会を１２回，周辺整備検討部会を８回実
施した。
・基本設計の進捗にあわせ，市民からの意見として市
民ワークショップを５回実施した。また，パブリックコメン
トを１２月から１月の１ヶ月間実施した。
・議会へ新庁舎計画の報告を２回実施し，市のホーム
ページに内容を掲載した。
・新庁舎基本設計（案）を２月２５日号の広報特集面に
掲載した。

・基本設計については平成２５年度
で完了したが，議会からの意見など
を参考に，計画面積や事業費への
対応を図るため，計画の見直しを実
施し，実施設計を行う。

新・行財政改革基本方針に
基づく3つの改革

※該当するものに ○ をつける（複数可）

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

２．市民サービスの質的向上を図る改革

３．コスト意識の徹底を図る改革

取 組 概 要

新庁舎建設については，平成２４年度策定の「新庁舎建設基本構想」に基づき，平成２５年度より次の取組を実施する。
　１）新庁舎建設に伴う基本設計・実施設計を実施する。（平成２５年度・平成２６年度）
　２）基本設計を進めるうえで，市民サービス向上を図るため，市民の意見の取入れとしてワークショップを実施。（平成２５年度）
　３）基本設計・実施設計に伴い，窓口ワンストップサービスや防災機能強化等も含めた総合的な検討を庁内検討委員会で実施。（平成２５年度・平成２６年度）
　４）新庁舎建設工事（平成２７～２９年度）
  ５）新庁舎建設に伴い，現新館及び朝日町駐車場整備計画を実施。（平成２６～２９年度）

所　管　部 　財務部 関　係　課 　管財課

課 題 概 要
（取組前の状況）

現在の本庁舎は，施設の耐震性・老朽化・市民の利便性・バリアフリー等様々な課題がある状況から，新庁舎の建て替えを行う必要がある。新庁舎建設に際
しては，市民をはじめとする来庁者にとって利便性の高い庁舎等を実現するため，市民の意見を取り入れながら実施していく必要がある。

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票 【実施期間　平成２５年～２９年】

課　題　名 　市民が利用しやすい新庁舎建設 課 題 番 号 (1)
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実　施
スケジュール

実　績
見直しした基本設計を基に，
実施設計を実施した。

新庁舎建設実施設計

計　画

実　績

基本設計に関する市民ワーク
ショップを５回，パブコメを
１回実施して市民からの意見
を取り入れた。

新庁舎基本設計を年度内で完
了した。

新館活用の方針見直し等によ
り，基本設計の見直しを実施
した。

市民からの意見
（ワークショップ・パブコメ等）

計　画

平成28年度 平成29年度

新庁舎建設基本設計

計　画

実　績

実　施　項　目 平成25年度 平成26年度 平成27年度

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・新庁舎建設工事の進捗管理（３年目）
・建設工事の節目で，議会報告を行う。また，市のホー
ムページで市民に対し進捗状況の周知を行う。
・建設工事に伴う庁内検討委員会等の開催。
・現新館及び朝日町駐車場整備の基本・実施設計を行
う。

・建設工事を円滑に進め，使用開始の調整を図る。
・議会，市民に対して，進捗報告及び十分な理解を得
る。
・建設工事の進捗にあわせ，庁内検討委員会等を実
施する。
・現新館及び朝日町駐車場整備の実施設計を実施す
る。

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・新庁舎建設工事の進捗管理（２年目）
・建設工事の節目で，議会報告を行う。また，市のホー
ムページで市民に対し進捗状況の周知を行う。
・建設工事に伴う庁内検討委員会等の開催。
・窓口分科会で新庁舎での窓口検討及び取りまとめを
行う。
・現新館及び朝日町駐車場整備の基本・実施設計を行
う。

・建設工事を円滑に進める。
・議会，市民に対して，進捗報告及び十分な理解を得
る。
・建設工事の進捗にあわせ，庁内検討委員会等を実
施する。
・現新館及び朝日町駐車場整備の基本設計を実施す
る。

平成27年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・新庁舎建設工事の進捗管理（１年目）
・建設工事の節目で，議会報告を行う。また，市のホー
ムページで市民に対し進捗状況の周知を行う。
・建設工事に伴う庁内検討委員会等の開催。
・窓口分科会で新庁舎での窓口検討及び取りまとめを
行う。
・現新館及び朝日町駐車場整備の基本計画を行う。

・建設工事を円滑に進める。
・議会，市民に対して，進捗報告及び十分な理解を得
る。
・建設工事の進捗にあわせ，庁内検討委員会等を実
施する。
・現新館及び朝日町駐車場の基本方針・計画をもと
に，整備の方向性を決定する。
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実　施
スケジュール

付　　記

e.実績値
抑制効果額

d.目標値

付　　記

※この指標については成果実績のみを示す。

財政的効果 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　　計

c.効果値

b.実績値 ３５件 １３件 件 ４８件

基本・実施設計
に伴う市民・職
員からの意見を

反映した数

a.目標値

指　標 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　　計 結　　果

実　績

新庁舎建設工事

計　画

実　績
庁内検討委員会を１１回，窓
口分科会を１２回実施した。

庁内検討委員会を５回，窓口
分科会を１回実施した。

新庁舎建設庁内検討委員会
及び窓口分科会

計　画
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○

○

○

【実施期間　平成２５年～２９年】

　地域コミュニティ拠点施設（市民の家・自治会館）のあり方の検討

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票

取組項目 成果目標

《市民の家》
地域コミュニティ形成の場として，概ね小学校区単位で41箇所に設置し，その管理は「藤沢市地域市民の家運営委員会連絡協議会」を指定管理者として委託して
いる。しかし，平均稼働率は22％と利用が少なく，また，施設の老朽化に伴う建て替え費用等様々なコスト発生が今後の課題である。
《自治会館》
現在，478自治会・町内会のうち約半数が自治会館を所有しており，施設の老朽化に伴う改築，大規模修繕の要望がある。地域コミュニティの重要な拠点施設であ
り，市として経費の一部を支援することは町内会活動の推進につながる。また，地域市民の家との兼ね合いや有効活用の視点を踏まえ，地域コミュニティ拠点施設
の整備を進める必要がある。

所　管　部 　市民自治部

課 題 番 号 (1)

　市民自治推進課

課 題 概 要
（取組前の状況）

関　係　課

課　題　名

３．コスト意識の徹底を図る改革

①地域コミュニティの場，施設としての市民の家・自治会館のあり方の整理
②市民の家の稼働率の向上に向けた取組
③今後の改築等を含めた整備計画の作成

２．市民サービスの質的向上を図る改革
新・行財政改革基本方針に

基づく3つの改革
※該当するものに ○ をつける（複数可）

取組項目 成果目標

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

取 組 概 要

平成25年度

①自治会館に係わる現状の把握調査（アンケート等の
　実施）
②-1市民の家の利用に係る詳細な現状把握（利用団体
　　　別・時間帯別・部屋別の利用統計に基づき，ニーズ
　　　の把握をする）
②-2市民の家有効活用促進策検討・策定・一部実施

・自治会・町内会アンケートの分析，報告書の作成
・市民の家の稼働率の向上

①-1  自治会・町内会アンケート調査を実施（7月～9月）
①-2  データの分析（10月～12月）
①-3  アンケート集計結果報告書作成（1月～3月）
②-1  市民の家の利用に係る稼働率把握（4月～3月）
②-2  有効活用促進策の検討（4月～3月）
　　　　稼働率21.3％

成果実績
①市民の家との兼ね合いや有効活
用の検討
②-1指定管理者と密接に連携した問
題点・利用者ニーズ等の洗い出し
②-2有効活用促進策にかかる検討
の継続，策定及び実施

次年度課題

・地域コミュニティ拠点施設のあり方方針の策定
・市民の家有効活用促進策の策定
・市民の家稼働率の向上

①-1地域コミュニティ拠点施設（市民の家・自治会館）の
　　　あり方方針の検討
①-2地域コミュニティ拠点施設のデータベース作成
②-1指定管理者に対するアンケート等の実施
②-2有効活用促進策の検討の継続及び策定
③地域コミュニティ拠点施設のあり方方針に基づく市民
   の家整備計画の検討

①-1 地域コミュニティ拠点施設のあり方方針のうち全
　　　４１市民の家それぞれの今後の方向性を整理
①-2 地域コミュニティ拠点施設のデータの整理，分析を
　　　進め，データベース化を実施
       相互利用等を可能とするルール整備の検討に着手
②-1 市民の家指定管理者等に対し，管理運営状況に
　　　関するアンケート及びブロック単位でのヒアリングを
　　　実施し、地域ごとの利用ルールを詳細に把握
　　　把握した地域の特性を踏まえながら，より利用しや
　　　すいルール整備の検討に着手
②-2 ハード・ソフトの両面から，市民の家の機能として
　　　有効活用を図るほか，他の公共的機能・公益的機
　　　能への転換による有効活用を図るための促進策を
　　　指定管理者と協働のうえ検討に着手
　　　　稼働率22.4％
③ 市民の家整備計画を検討

平成26年度

次年度課題成果実績
①-1指定管理者と協働した利用者等
への説明の実施
①-2自治会館を所有する自治会町
内会の相互利用等に関する意向や
利用ルールの調整
②-1各市民の家運営委員会との個
別ヒアリング及び利用者等への説明
の実施
②-2有効活用促進策の策定
③整備計画の検討の継続及び策定
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平成27年度

次年度課題

成果実績

取組項目（予定）

平成29年度 合　　計平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

37％

指　標 平成25年度

b.実績値

41％

結　　果平成27年度 平成28年度

市民の家の
稼働率

21.3％

△3.7％

29％

△6.6％

33％

平成26年度 平成29年度

25％

合　　計

付　　記

22.4％

①地域コミュニティ拠点施設の
あり方の検討及びあり方方針
の策定

実　施
スケジュール

平成27年度

実　績

計　画

計　画

付　　記

a.目標値

d.目標値

財政的効果

ｃ.目標との差

e.実績値
抑制効果額

平成24年度実績：22％

・定期的な稼働率の把握
・アンケート及び意見交換の
実施
・促進策の策定

②市民の家有効活用促進策
の策定及び実施

平成26年度

①地域コミュニティ拠点施設のあり方方針に基づく施策
実施
②市民の家有効活用促進策の実施
③市民の家整備計画に基づく整備等

実　施　項　目 平成25年度 平成29年度平成28年度

③市民の家整備計画の策定
及び実施

計　画

実　績

・定期的な稼働率の把握

・地域コミュニティ拠点施設
のあり方方針の検討
・地域コミュニティ拠点施設
のデータの整理，分析

・地域コミュニティ拠点施設
のあり方方針に基づく市民の
家整備計画の検討

・自治会アンケート調査を実
施
・データの分析，自治会への
報告

実　績

平成29年度

成果実績

成果目標
①地域コミュニティ拠点施設のあり方方針に基づく施策
実施
②市民の家有効活用促進策の実施
③市民の家整備計画に基づく整備等

市民の家の稼働率の向上

取組項目（予定）

平成28年度

成果実績 次年度課題

次年度課題

成果目標
①地域コミュニティ拠点施設のあり方方針の策定
②市民の家有効活用促進策の策定
③市民の家整備計画の策定

・地域コミュニティ拠点施設のあり方方針の策定
・市民の家有効活用促進策の策定及び実施
・市民の家稼働率の向上
・市民の家整備計画の策定

取組項目

市民の家の稼働率の向上

成果目標

あり方方針の策定 方針に基づく施策の実施 

促進策の検討及び策定 促進策の実施 

整備計画の検討及び策定 計画実施 整備計画の検討及び策定 
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○

○

２．「個人番号カード」交付事務に係
わる予算を確保し，交付申請がス
ムースに行える体制を確立すること
３．市民ニーズに対応するため，引
き続き業務の執行体制の検討を行
う必要がある

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票 【実施期間　平成２５年～２９年】

課　題　名 　市民及び来庁者の利便性向上に向けた市民窓口センターの業務改善 課 題 番 号 (2)

所　管　部 　市民自治部 関　係　課 　市民窓口センター

課 題 概 要
（取組前の状況）

市の機関の中で市民がもっとも多く来庁する市民窓口センターは，市役所に対する印象を左右する大切な役割を担っている。正確で迅速な市民応対，待ち時
間の短縮など，日々の業務執行の中で改善を行っているが，市民ニーズがますます多様化している現状に対応するため更なる業務改善に取組む必要があ
る。

新・行財政改革基本方針に
基づく3つの改革

※該当するものに ○ をつける（複数可）

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

２．市民サービスの質的向上を図る改革

３．コスト意識の徹底を図る改革

取 組 概 要

１．コンビニエンスストアでの証明交付事業を更に推進し，市民生活の利便性向上と合わせて物的，人的な費用対効果を実現する。
２．更新に多額な費用を必要とする「証明書自動交付機」について，廃止も含めた検討を行う。
３．社会保障・税番号制度に係る「個人番号カード」の導入に関する情報収集，予算の調達，組織，実施体制の構築等の調整及び実際の発行業務を行う。
４．市民窓口センターが提供する市民サービスに対する評価を調査するため，「顧客満足度調査」を来庁者に対して行い，コストパフォーマンスも意識した上で，それに基づく事務改善に取組
む。

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
１．コンビニ証明交付事業は，平成25年度にはセブンｰ
イレブン以外の「ローソン」「サークルＫサンクス」「ファミ
リーマート」が事業参入し，全国４万店舗で住民票，印
鑑証明が取得できようになるため，交付通数の更なる
増加に向けてＰＲに努めるとともに，これを契機に住民
基本台帳カードの更なる普及促進を図る
２．「証明書自動交付機」の廃止も含めたあり方の検討
３．社会保障・税番号制度に係る「個人番号カード」の
発行に必要な予算の確保と業務の執行体制の検討
４．平成25年度中に行う「顧客満足度調査」を元にコス
ト面を意識しながら業務改善を行う

１．コンビニ証明交付通数6,000通
２．「証明書自動交付機」の廃止による市民サービスへ
の影響と費用対効果の比較検討
３．「個人番号カード」の発行に必要な予算の算定と組
織，執行体制の検討
４．「顧客満足度調査」に基づく市民窓口センターの施
設，職員等の問題点の把握と改善

１．コンビニ証明交付通数　7,118通
２．「証明書自動交付機」の市民窓口センターにおける
窓口比率は，H25年度実績で印鑑証明25.1％，住民票
3.5％，全体で11.1％となっており，市民への利便性が
図られている。自動交付機の需要が高いため，H26年
度に更新することに決定
３．個人番号制度実施に向け，個人番号通知のシステ
ム構築のためH26年度予算の確保をした
４．市民サービスの質的向上を図るため，「顧客満足度
調査」を1月に実施し，市民ニーズの把握をして改善を
図った

４．市民ニーズに対応するため，引
き続き業務の執行体制の検討を行
う必要がある

１,コンビニ証明交付通数　7,985通
　閉庁時間での取得が3割，市外での取得が2.5割と市
民生活の利便性の向上が図られた
２,「個人番号カード」交付事務等に係わる，平成27年度
の予算措置までには至らなかったが，市民へ「個人番
号カード」をスムースに発行するための業務執行体制
等の検討を行い，準備を進めた
３,クールビズ期間の身だしなみに対する市民意識や手
続きに関する市民ニーズを把握するため「顧客満足度
調査」を９月に実施し，手続きの順番や待ち時間等を
表示する等改善を図った

次年度課題
１．住基カードの写真無料撮影サービス，広報紙など
の定期的なＰＲによるコンビニ証明書交付事業の更な
る推進
２．社会保障・税番号制度に係る個人番号の付番及び
「個人番号カード」の発行に必要な予算の確保と業務
の執行体制の検討
３．「顧客満足度調査」の実施をするとともに,その結果
を元に業務改善及び執行体制の検討を行う

１．コンビニ証明交付通数8,000通
２，平成27年度から「個人番号カード」がスムーズに発
行・交付できる体制を整える
３，「顧客満足度調査」に基づく市民窓口センターの施
設，職員等の問題点の把握と改善

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績
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平成27年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
１．コンビニ証明交付事業の更なる推進
２．「個人番号の通知」及び「個人番号カード」発行に必
要な予算確保と業務の執行体制の確立
３．「顧客満足度調査」の実施をするとともに,その結果
を元に業務改善及び執行体制の検討を行う

１．コンビニ証明交付通数9,000通
２．「個人番号カード」のスムーズな発行
３．「顧客満足度調査」に基づく市民窓口センターの施
設，職員等の問題点の把握と改善

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
１．コンビニ証明交付事業の更なる推進
２．「顧客満足度調査」の実施をするとともに,その結果
を元に業務改善及び執行体制の検討を行う
３．「証明書自動交付機」の次期更新について検討

１．コンビニ証明交付通数11,000通
２．「顧客満足度調査」に基づく市民窓口センターの施
設，職員等の問題点の把握と改善
３．個人番号カードの普及，活用の状況を踏まえ，「証
明書自動交付機」の更新について検討

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
１．コンビニ証明交付事業の更なる推進
２．「顧客満足度調査」の実施をするとともに,その結果
を元に業務改善及び執行体制の検討を行う
３．「証明書自動交付機」の次期更新について検討

１．コンビニ証明交付通数12,000通
２．「顧客満足度調査」に基づく市民窓口センターの施
設，職員等の問題点の把握と改善
３．個人番号カードの普及，活用の状況を踏まえ，「証
明書自動交付機」の更新について検討

実　施　項　目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実　施
スケジュール

コンビニ証明交付事業の推進
１．交付通数増加
２．住民基本台帳カード普及
促進
３．個人番号カード普及促進

計　画
     

実　績

１．交付通数増加
　実績7,118通
２．住民基本台帳カード普及
促進のため，証明写真無料化
を引き続き実施した

１．交付通数増加
　実績7,985通
２．住民基本台帳カード普及
促進のため，証明写真無料化
を引き続き実施した

「証明書自動交付機」
のあり方検討

計　画

実　績
「証明書自動交付機」の需要
が高いため，H26年度更新す
ることに決定した

「個人番号カード」の交付

計　画

実　績
新たなシステム改修のため
H26年度予算の確保をした

平成27年度「個人番号カー
ド」交付事務等における業務
執行体制等の検討を行った

「顧客満足度調査」の実施と
これに基づく業務改善

計　画 　 　 　 　 　

実　績
市民サービスの質的向上を図
るため，「顧客満足度調査」
を１月に実施した

市民サービスの質的向上を図
るため，「顧客満足度調査」
を９月に実施した

54



指　標 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　　計 結　　果

コンビニでの
証明交付通数

a.目標値 6,000通 7,000通 8,000通 9,000通

b.実績値 7,118通 7,985通

10,000通 40,000通

a'.見直し後の目標値 － 8,000通 9,000通 11,000通 12,000通 44,000通

15,103通

c.目標との差 1,118通 △15通 △28,897通

付　　記

財政的効果 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

d.目標値

・この指標は，コンビニ証明交付通数の増加が，家の近くでも，市役所の閉庁時間にも，市外でも取得できるなどの市民生活の利便性の向上が図られていることを示す目安として設定してい
る。
・交付通数について平成24年度実績(4,853通)を踏まえ,平成25年度当初の目標値を6,000通，それ以降毎年1,000通の増を目標としたが，平成25年度にコンビニ事業者の参入が１社から４社
に拡大し，平成25年度の実績が平成26年度の目標値(7,000通)を上回る結果となったことから，平成26年度以降の目標値について見直しを行った。
・平成28年１月から住基カードは個人番号カードに移り変わるとともに，社会保障と税等の広範囲での利活用が想定されることから，個人番号カード取得の急速な増加も見込まれ証明書の交
付増も想定される。コンビニでの証明書通数が増加することで窓口での証明発行事務が軽減され，それに伴う物的・人的な費用対効果に繋がることも考えられるが，現状の住基カードの交
付枚数においては市民生活の利便性の向上には寄与しているが，物的・人的な費用対効果には至っていない。

e.実績値

平成29年度 合　　計

付　　記
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○

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票 【実施期間　平成２５年～２９年】

課　題　名 　情報公開の積極的な推進 課 題 番 号 (3)

所　管　部 　市民自治部 関　係　課 　市民相談情報課

課 題 概 要
（取組前の状況）

市政に関する市民の知る権利を保障する情報公開制度の的確な運用の徹底を図るため，行政文書公開請求に対する諾否判断及び決定理由付記実務の精
度向上及び附属機関等の会議開催情報の的確な提供の徹底を図る必要がある。

新・行財政改革基本方針に
基づく3つの改革

※該当するものに ○ をつける（複数可）

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

２．市民サービスの質的向上を図る改革

３．コスト意識の徹底を図る改革

取 組 概 要

市政に関する市民の知る権利を保障する情報公開制度の運用の的確化。
・職員研修の実施
・情報公開制度実務要領の作成・改編及び周知徹底
・情報公開制度推進会議の開催
・附属機関等の会議開催情報の的確な提供

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
①情報公開制度研修の実施（管理職対象）
②情報公開制度推進会議の開催
③市民に対する附属機関等の会議開催情報の的確な
提供（会議開催情報の提供に遺漏がないよう定期的に
全課に注意喚起する）

①職員の情報公開制度に対する理解度向上
②情報公開制度に関する研究，協議による制度運用
の的確化
③会議情報にかかる市民の知る権利の確保

①情報公開制度研修実施（１１／２６）
②情報公開制度推進会議開催（１１／２７）
③附属機関等の会議開催情報の的確な提供（１２／１
６実施）

職員の情報公開制度に対するさら
なる理解度向上及び運用実務の的
確化

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
①情報公開制度研修の実施（管理職及び実務担当者
対象）
②情報公開制度推進会議の開催
③情報公開制度実務要領の作成及び周知徹底
④附属機関等の会議開催情報の的確な提供（会議開
催情報の提供に遺漏がないよう定期的に全課に注意
喚起する）

①職員の情報公開制度に対する理解度向上
②情報公開制度に関する研究，協議による制度運用
の的確化
③職員の制度運用実務の的確化
④会議情報にかかる市民の知る権利の確保

①管理職及び実務担当者を対象に情報公開制度研修
を実施（1０／１７）した結果，計１６５名が受講し，制度
への理解を深めることができた。
②情報公開制度実務要領案の作成後に情報公開制
度推進会議（３／２４）を開催し，同案を検討した。
③情報公開制度実務要領を作成した。
④附属機関等の会議開催情報の的確な提供について
全課に周知（５／２２）し，情報提供の徹底を図った。

情報公開制度実務要領の周知徹底
など職員の情報公開制度に対する
さらなる理解度向上及び運用実務
の的確化

平成27年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
①情報公開制度研修の実施（管理職及び実務担当者
対象）
②情報公開制度推進会議の開催
③情報公開制度実務要領の改編及び周知徹底
④附属機関等の会議開催情報の的確な提供（会議開
催情報の提供に遺漏がないよう定期的に全課に注意
喚起する）

①職員の情報公開制度に対する理解度向上
②情報公開制度に関する研究，協議による制度運用
の的確化
③職員の制度運用実務の的確化
④会議情報にかかる市民の知る権利の確保
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平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
①情報公開制度研修の実施（管理職及び実務担当者
対象）
②情報公開制度推進会議の開催
③情報公開制度実務要領の改編及び周知徹底
④附属機関等の会議開催情報の的確な提供（会議開
催情報の提供に遺漏がないよう定期的に全課に注意
喚起する）

①職員の情報公開制度に対する理解度向上
②情報公開制度に関する研究，協議による制度運用
の的確化
③職員の制度運用実務の的確化
④会議情報にかかる市民の知る権利の確保

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
①情報公開制度研修の実施（管理職及び実務担当者
対象）
②情報公開制度推進会議の開催
③情報公開制度実務要領の改編及び周知徹底
④附属機関等の会議開催情報の的確な提供（会議開
催情報の提供に遺漏がないよう定期的に全課に注意
喚起する）

①職員の情報公開制度に対する理解度向上
②情報公開制度に関する研究，協議による制度運用
の的確化
③職員の制度運用実務の的確化
④会議情報にかかる市民の知る権利の確保

実　施　項　目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実　施
スケジュール

①情報公開制度研修の実施

計　画

実　績 １１／２６実施 １０／１７実施

②情報公開制度推進会議の
開催

計　画

実　績 １１／２７開催 ３／２４開催

③)情報公開制度実務要領の
作成，改編及び周知徹底

計　画

実　績 実施要領作成

④附属機関等の会議開催情
報の的確な提供（会議開催情
報の提供に遺漏がないよう定
期的に全課に注意喚起する）

計　画

実　績 １２／１６実施 ５／２２実施

指　標 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　　計 結　　果

全部非公開・一部
非公開・不存在の
決定に対する不服
申立ての提起件数

a.目標値

b.実績値 7/111 5/72 　 　 12/183

c.目標値との差(a-b)

付　　記

・実施機関が全部非公開，一部非公開，不存在と決定したものに対して，不服申立てがなされた件数。
・実績値のみの記載とした理由は，全部非公開，一部非公開，不存在の件数について，公開請求件数が年度によりばらつきがあり，見込みを立てることが困難なため，目標値の設定は行わ
ない。
・この指標は，諾否判断及び決定理由の付記の精度が向上することにより，不服申立て件数の減少につながる可能性があるという考え方に基づき，平成２６年度に設定変更したもの。
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財政的効果 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　　計

抑制効果額
d.目標値

付　　記

e.実績値
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○

【実施期間　平成２５年～２９年】

平成26年度

新・行財政改革基本方針に
基づく3つの改革

※該当するものに ○ をつける（複数可）

所　管　部

取組項目 成果目標

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票

課　題　名

取 組 概 要

これまで収集してきた各種の文化財等をはじめ，地域の文化資産を幅広く展示公開・情報提供するための環境を整備し，いつでも市民が郷土の歴史・文化に触れられるようにする。
１　東海道シンポジウム藤沢宿大会の開催により藤沢の歴史や文化の発信に努める
２　子ども（児童生徒）を対象とした郷土文化の普及に取り組む
３　地域活動参加の一環として郷土資料保存ボランティアの立ち上げに取り組む
４　インターネットを利用した情報提供事業の見直しを行う
５　所蔵する浮世絵の展示公開を目的とした（仮称）藤澤浮世絵館を設置する
６　旧藤沢宿地区内史跡等の周知・啓発と誘客のため，案内誘導サインの設置並びに公演も可能な休憩施設を主とした（仮称）ふじさわ宿交流館の整備を図る

　郷土歴史課

課 題 概 要
（取組前の状況）

課 題 番 号 (1)

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

　文化資産等を活用した「郷土愛あふれる藤沢」の実現

関　係　課　生涯学習部

・東海道シンポジウム藤沢宿大会開催にかかる周知の
拡大と賑わい創出方法の検討
・子ども向け東海道イベントの実施
・インターネット環境の更新（HPリニューアル）
・(仮称）藤澤浮世絵館・（仮称）ふじさわ宿交流館の開
設準備
・旧東海道藤沢宿案内誘導サイン等設置工事発注

様々な取り組みで情報提供の幅を広げることで，市民
が地域の文化遺産に触れる機会が増えることを目指す
 ・東海道シンポジウム藤沢宿大会・関連行事参加者数
3,000人
 ・子どもを対象の東海道イベント参加者数100人
 ・電子博物館「みゆネットふじさわ」への動画サイトの
増設
 ・(仮称）藤澤浮世絵館・(仮称）ふじさわ宿交流館設計
委託の実施
 ・旧東海道藤沢宿案内誘導サイン等設置工事の実施

次年度課題
・（仮称）ふじさわ宿交流館・（仮称）
藤澤浮世絵館の運営・活用の検討

成果実績

平成25年度

※東海道シンポジウムを目標に｛旧宿場地域を回遊す
るルート｝の設定～回遊ポイントの設定開発，遊歩道の
整備検討，道標・舗装のデザイン統一，植栽・修景検討
・藤沢の歴史的イメージの具体化→浮世絵・古写真・出
土品の展示準備
・東海道シンポジウムプレイベントの開催

取組項目（※印は，他課との協力事業）

イベントの開催等，情報提供の幅を広げることで，より
多くの市民へ地域の文化遺産に触れる機会を提供でき
た。
・東海道シンポジウム藤沢宿大会・関連行事参加者数
　20,419人　①
（内訳）
　-東海道シンポジウム藤沢宿大会参加者　500人
　-藤沢宿場まつり来場者　19,500人
　-プレイベント「宿場でシネマ」他参加者　419人
・子どもを対象の東海道イベント（藤沢宿スタンプラ
リー）参加者　270人　※19,500人の内数
・電子博物館「みゆネットふじさわ」への動画サイト用映
像制作 2件
・（仮称）藤澤浮世絵館・（仮称）ふじさわ宿交流館設計
委託
・26年度旧東海道藤沢宿案内誘導サイン等設置工事
竣工（11/26）
・その他展示会・講座等公開活用事業への参加者数
　19,949人　②
・総合計　40,368人　①+②

　市の保有する文化財等をはじめ，地域の文化資産を，幅広く展示公開・情報提供するための環境を整備し，いつでも市民が郷土の歴史・文化に触れられる
ようにすることが求められている。

３．コスト意識の徹底を図る改革

次年度課題成果目標（※印は，他課との協力事業）
・東海道シンポジウム藤沢宿大会
開催にかかる周知の拡大と参加
人数確保策の検討

※都市計画関係各課との協議
※各課協力して計画立案

・旧東海道藤沢宿案内誘導サイン設置プランの策定
・企画展「東海道藤沢宿」開催　来場者数3,856人
・歴史フォーラムの開催　参加者数86人
・東海道シンポジウム藤沢宿大会プレイベント
　藤沢講談会・宿場deシネマほか　参加者590人
・展示会・講座等公開活用事業への参加者数17,542人

２．市民サービスの質的向上を図る改革

成果実績
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電子博物館「みゆネットふじ
さわ」のリニューアル

電子博物館「みゆネットふじ
さわ」の更新準備

実  績

地域活動参加の一環として
郷土資料保存ボランティア
の立ち上げ

計　画

子どもを対象の東海道イベント実施実  績

子ども（児童生徒）を対象
とした郷土文化の普及

計　画

成果実績

実　施　項　目 平成25年度 平成28年度

実  績 プレイベントの実施
東海道シンポジウム及び
プレイベントの開催

東海道シンポジウム開催
による藤沢文化の発信

計　画

平成28年度

平成29年度

取組項目（予定）

取組項目（予定） 成果目標
・地域と連携した子ども向け郷土事業の実施
・郷土資料保存ボランティア養成
・新たな施設（（仮称）藤澤浮世絵館，ふじさわ宿交流
館）による企画事業を通じた効果的な周知・啓発の実
施
・(仮称）藤澤浮世絵館開館
・ふじさわ宿交流館開館

・子ども向け郷土事業の実施，参加者の増
・郷土資料保存ボランティア組織の立ち上げ
・新たな施設による企画事業を通じた効果的な周知・啓
発の実施
・(仮称）藤澤浮世絵館入館者の目標値（10,000人／年
度内）の達成
・ふじさわ宿交流館利用者の満足度調査における好評
価
・同施設を活用した地区内史跡等の周知・啓発と誘客

・子ども向け郷土事業の実施，参加者の増
・郷土資料保存ボランティアによる資料の整理
・新たな施設による企画事業を通じた効果的な周知・啓
発の実施
・(仮称）藤澤浮世絵館入館者の増
・ふじさわ宿交流館利用者数の増及び地区内史跡等の
周知・啓発と誘客

成果目標

平成27年度

取組項目
・子ども向け郷土事業の企画立案
・郷土資料保存ボランティア事業計画書作成
・(仮称）藤澤浮世絵館・ふじさわ宿交流館の竣工
・ふじさわ宿交流館・（仮称）藤澤浮世絵館の運営体制
の確定
・旧東海道藤沢宿案内誘導サイン等設置工事の実施，
これに伴う地区内史跡等の周知・啓発

次年度課題

成果実績成果目標

インターネットを利用した
情報提供事業の見直し 電子博物館「みゆネットふじ

さわ」移行作業の実施

次年度課題

平成26年度 平成27年度 平成29年度

・地域と連携した子ども向け郷土事業の実施
・郷土資料保存ボランティア活用
・新たな施設（（仮称）藤澤浮世絵館，ふじさわ宿交流
館）による企画事業を通じた効果的な周知・啓発の実
施
・(仮称）藤澤浮世絵館運営
・ふじさわ宿交流館運営

次年度課題

成果実績

実  績

・地域と連携した子ども向け郷土事業について検討
・郷土資料保存ボランティア事業の策定
・(仮称）藤澤浮世絵館新設工事の実施
・ふじさわ宿交流館建設工事の実施
・ふじさわ宿交流館・（仮称）藤澤浮世絵館の運営・活
用の検討
・旧東海道藤沢宿案内誘導サイン等設置工事発注

実　施
スケジュール

計　画
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180,000人

付記

抑制効果額
d.目標値

e.実績値

平成29年度財政的効果 平成25年度 合　　計平成26年度 平成27年度 平成28年度

・利用者数は，展示会・講座・講演会・ワークショップ等への参加人数。目標値は，平成23年度の実績（15,000人）に基づき設定
・平成24年度実績（展示会・講座・講演会・ワークショップのほか，特別地域映画会等の実施）：19,268人
・平成26年度は，東海道シンポジウム藤沢宿大会及び関連の藤沢宿場まつりへの参加者数を利用者数に加え，その数が想定人数を上回ったもの
・平成27年度見直し後の目標値の減は，当初（仮称）藤澤浮世絵館が年度中に開館予定であったものが28年度の開館となったため。平成28年度は，従来からの公開活用事業利用者に（仮
称）浮世絵館利用者（初年度10,000人）と、ふじさわ宿交流館利用者（25,000人／年）をプラスしたもの。29年度は（仮称）藤澤浮世絵館利用者を年間20,000人として目標を修正した
※数値では計ることができない事業に対するアンケート結果やご意見をその後の取組に生かす

c.目標との差 542人 20,368人 △125,608人

付　　記

文化財等資料の
公開活用事業

利用者数

a.目標値 17,000人 20,000人

b.実績値

a'.見直し後の目標値 － －

平成29年度

30,000人

合　　計 結　　果

31,000人 32,000人 130,000人

54,392人17,542人 40,368人

指　標 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

実  績

工事実施 開館

設計委託の実施

実  績 設計委託の実施

工事実施 開館

旧藤沢宿地域に公演も可能
な休憩施設を主とした
ふじさわ宿交流館の設置

計　画

所蔵する浮世絵の展示公開
を目的とした(仮称）藤澤浮世
絵館の設置

計　画

実　施
スケジュール

21,000人 56,000人 66,000人
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○

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票 【実施期間　平成２５年～２９年】

課　題　名 　介護保険料の収納率向上（収入未済額及び不納欠損額の縮減） 課 題 番 号 (1)

新・行財政改革基本方針に
基づく3つの改革

※該当するものに ○ をつける（複数可）

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

２．市民サービスの質的向上を図る改革

３．コスト意識の徹底を図る改革

取 組 概 要

年度ごとに作成する「介護保険料徴収方針」において，当該年度に取組むべき重点項目を設定し，具体的な取組計画に基づいた滞納整理業務を行う。
成果目標に掲げた収納率の向上が達成できた場合でも，調定額自体の増加に伴い，必ずしも収入未済額が縮減されるものではないが，コスト意識に基づいた効率的・効果的な滞納者対策
を実施することにより，財政的効果の実現を図る。
《徴収方針作成上の留意点》
　1）適切な目標収納率の設定
　2）居所不明者・高額滞納者・消滅時効予定者・初期滞納者等，対象者別対策の設定
　3）保険料徴収体制の整備及び滞納整理の効率化に向けた新滞納管理システムの導入・活用
　4）滞納者情報の共有，一体的な滞納整理等，他課との連携強化
　5）前年度取組の検証結果の反映

所　管　部 　福祉部 関　係　課 　介護保険課

課 題 概 要
（取組前の状況）

　介護保険料の厳しい徴収環境が続く中，平成２３年度から臨時職員を採用し滞納整理業務の強化を図る等，徴収体制の整備に努めてきたが，今後も職員
の適正配置や新たな滞納管理システムの導入・活用も含めて，より大きな成果が得られるよう取り組みを進める必要がある。

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・保険料徴収体制を整え，差押え等の滞納処分の推進
を図る。
・滞納整理業務の効率性の向上に向け，新たな滞納管
理システムの導入を検討する。

・現年度分普通徴収収納率　91.00％（平成24年度比
+0.25％）
・現年度分普通徴収収入未済額　平成24年度比 △
2,000千円
・不納欠損額　平成24年度比 △1,000千円

・現年度分普通徴収収納率　90.12%
・現年度分普通徴収収入未済額　平成24年度比
+4,622千円
・不納欠損額平成24年度比　+791千円
・短時雇用職員１人を任用し，滞納整理事務の強化を
図った。
・新滞納管理システムについては，納税課及び保険年
金課のシステムと連携し情報共有を図る必要があるた
め，両課のシステム更新等の動向に留意し，本課にお
けるシステム導入時期の見直しを行った。

新滞納管理システムを導入するた
めの関係課との事前調整及びシス
テム仕様や経費の積算，事務執行
体制の見直し等。

20150715提出
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平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題

・前年度取組の結果を踏まえ，より効率的・効果的で，
きめ細かな滞納整理業務を行う。
　特に今年度は初期滞納者対策を強化し，年度途中に
特別徴収に切り替わる者に対し特別催告を実施するこ
とで滞納者数の抑制を図るとともに，昨年度に引き続
き，職員が滞納整理業務に振り向ける時間を生み出す
ため，担当の事務補助を担う短時雇用職員を任用し，
滞納整理業務の強化を図る。
・滞納整理業務の効率化及び更なる収納率の向上に
向け，事務執行体制のあり方を検討するとともに，新た
な滞納管理システムについても研究を進める。
・第6期（平成27～29年度）介護保険事業計画の策定
年度にあたるため，次年度以降の適正な保険料基準
額・所得段階を設定するための準備作業を行う。

・現年度分普通徴収収納率　91.25％（平成24年度比
+0.50％）
・現年度分普通徴収収入未済額　平成24年度比 △
2,000千円
・不納欠損額　平成24年度比 △1,000千円

・現年度分普通徴収収納率　90.15%
・現年度分普通徴収収入未済額　平成24年度比
+4,553千円
・不納欠損額平成24年度比　+5,885千円
・昨年度取組の結果を踏まえ，新たな保険料徴収方針
を作成し，滞納整理業務に取り組んだ。
・初期滞納者対策の一環として，年度途中で特別徴収
に切り替わる者170人を抽出し文書催告及び徴収専務
員を活用した訪問徴収等を実施，112人を完納させるこ
とで，滞納繰越への移行者数の抑制を図った。
・昨年度に引き続き，短時雇用職員１人を任用し，職員
が滞納整理に振り向ける時間の生み出しを図った。
・滞納管理システムについては，導入及び運用経費が
高額となることから，今後の徴収事務執行体制のあり
方を検討していく中で，導入の妥当性について再検討
するとともに，代替案についても検討していくこととし
た。
・第6期介護保険事業計画を策定，計画に基づいて保
険料を改定した。

・普通徴収収納率は前年度に比べ
微増したものの、目標値には届い
ておらず、滞納整理業務の更なる
強化が必要である。
・現在納税課等が導入している滞
納管理システムについては，平成
27年度中にリプレイスされる予定で
あるため，新たに導入されるシステ
ムの仕様や経費等を確認する必要
がある。また，導入に当たっての経
費が高額となることが想定されるた
め，代替案等の検討も必要となる。

平成27年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・前年度取組の結果を踏まえ，より効率的・効果的で，
きめ細かな滞納整理業務を行う。
・現年度分普通徴収の収納率向上と滞納者数抑制の
ため、昨年有効であった年度途中で特別徴収に切り替
わる者に対する特別催告を強化するとともに、課内管
理職による滞納整理を実施する。また、未接触者の解
消に向けて、担当職員による実態調査を兼ねた訪問徴
収を実施し、納付や滞納処分に繋げる。
・滞納整理業務の効率化及び更なる収納率の向上に
向け，今後の徴収事務執行体制のあり方を検討してい
く中で，リプレイス後の滞納管理システムの仕様や経
費，運用体制などを確認し，導入の妥当性を検討する
とともに，導入を見送った場合の代替案についても検
討する。
・第6期（平成27～29年度）介護保険事業計画の初年
度にあたり，被保険者に対して改定保険料に係る周知
に配慮し徴収への理解を求める。

・現年度分普通徴収収納率　91.50％（平成24年度比
+0.75％）
・現年度分普通徴収収入未済額　平成24年度比 △
2,000千円
・不納欠損額　平成24年度比 △1,000千円

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・前年度取組の結果を踏まえ，より効率的・効果的で，
きめ細かな滞納整理業務を行う。
・滞納整理業務の効率化及び更なる収納率の向上に
向け，今後の徴収事務執行体制を整える。
・滞納管理システムについては新たなシステムを導入
した納税課及び保険年金課の状況等も踏まえたうえ
で，導入の適否を決定する。

・現年度分普通徴収収納率　91.75％（平成24度比
+1.00％）
・現年度分普通徴収収入未済額　平成24年度比 △
2,000千円
・不納欠損額　平成24年度比 △1,000千円

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・前年度取組の結果を踏まえ，新たな執行体制下でよ
り効率的・効果的で，きめ細かな滞納整理業務を行う。
・第7期（平成30～32年度）介護保険事業計画の策定
年度にあたるため，次年度以降の適正な保険料基準
額・所得段階を設定するための準備作業を行う。

・現年度分普通徴収収納率　92.00％（平成24年度比
+1.25％）
・現年度分普通徴収収入未済額　平成24年度比 △
2,000千円
・不納欠損額　平成24年度比 △1,000千円
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実　績
第6期事業計画を策定し，計
画に即した適切な保険料設定
を行った。

平成28年度 平成29年度

実　施
スケジュール

第6期（平成27～29年度）
介護保険事業計画

※策定は平成26年度

計　画

実　施　項　目 平成25年度 平成26年度 平成27年度

実　績

第7期（平成30～32年度）
介護保険事業計画の策定
※策定は平成29年度

計　画

実　績 短時雇用職員(1人)の任用
短時雇用職員を任用し職員が
滞納整理に振り向ける時間を
生み出した。

保険料徴収体制の整備

計　画

実　績 検討の結果，導入時期を見直した

保険料徴収体制の整備を検討
する中で，代替案も含めシス
テム導入についての検討も継
続することとした。

新滞納管理システム導入
の検討

計　画

実　績
検証結果に基づく徴収方針の
作成

検証結果に基づき徴収方針を
策定，取組計画に基づいた滞
納整理業務を実施した。

前年度取組の検証結果
の反映

計　画

現年度分普通
徴収保険料の

収納率

a.目標値 91.00％ 91.25％ 91.50％ 91.75％

指　標 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　　計 結　　果

92.00％ 平成24年度比 +1.25％

b.実績値 90.12％ 90.15％

c.(a)(b)の差 △ 0.88％ △ 1.10％

付　　記

〈現年度分普通徴収保険料の収納率〉
  各年度の取組を実施することにより，平成24年度と比較して向上を図ることができる収納率の目標値と実績値を表したもの。
　
　平成24年度実績　90.75％
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　　計

付　　記

〈その他の効果額〉
　各年度の保険料収納率の向上を図ることにより，平成24年度と比較して縮減を図ることができる収入未済額を表したもの。
　　※保険料収納率が前年度より向上した場合でも，調定額自体の増加に伴い，必ずしも収入未済額が縮減されるものではない。

平成24年度現年度分普通徴収収入未済額　56,125,200円
平成25年度現年度分普通徴収収入未済額　60,746,970円
平成26年度現年度分普通徴収収入未済額　60,679,110円

2,000千円 10,000千円

e.実績値 △ 4,622千円 △ 4,553千円 △ 9,175千円

その他の
効果額

d.目標値 2,000千円 2,000千円 2,000千円 2,000千円

財政的効果 平成25年度 平成26年度
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○

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
①平成25年度　組織改正により，福祉総務課に「福祉
総合相談支援担当」を位置づけるとともに，総合調整
機能を位置づける。
②部内の横断的な連携により相談機能を充実するとと
もに，連絡会議により，新設する課の準備を進める。併
せて，各種システムの設置・連携等に係る費用積算
（予算積算）等の検討を行う。
③連絡会議の検討結果を，新庁舎再整備に反映でき
るよう財務部との調整を進める。
④地区福祉窓口への支援の充実に向けた検討を行
う。
⑤「市民満足度調査」の内容を検討，部内意見も取り
入れ，実施する。
⑥福祉相談体制や福祉保健総合相談室について市民
及び関係機関への周知を行う。

市民満足度調査結果
　満足度　70％

①組織改正により，福祉総務課に「福祉総合相談支援
担当」を設置したことにより，福祉保健総合相談室にお
ける相談機能の充実を図った。
②福祉部各課に2名の福祉総合相談支援担当者を配
置し，各課の担当者と福祉総合相談支援担当による連
絡会議を開催し，相談業務に対する部内の横断的な連
携体制を構築し，今後の相談体制の充実を図った。あ
わせて，連絡会議において新庁舎再整備に向けた体制
の検討を行った。
③新庁舎建設検討委員会窓口分科会に福祉部職員が
出席し，再整備に対する部内の意見提案を行った。
④地区福祉窓口業務関連各課と連絡を密にし，地区福
祉窓口への支援の充実に向けた検討を行った。
⑤「市民満足度調査」の内容を検討し，10月～12月に福
祉保健総合相談室で，平成26年1月に部内各課におい
てアンケート調査を行ったところ，満足度91.1％の結果
が得られた。
⑥広報ふじさわ2月10日号1面掲載，関係機関へのチラ
シ配布，レディオ湘南，藤沢ＣＡＴＶなど様々な媒体を通
して周知啓発活動を行った。

②連絡会議を通して，相談業務に対す
る部内の横断的な連携体制を維持しつ
つ，今後は部門を越えた連携を図る必
要がある。また，生活困窮者自立支援
制度の施行に向けた体制を整え，実施
事業の準備を行う。
⑤市民満足度調査については設問内
容や選択肢などの見直しが必要。

新・行財政改革基本方針に
基づく3つの改革

※該当するものに ○ をつける（複数可）

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

２．市民サービスの質的向上を図る改革

３．コスト意識の徹底を図る改革

取 組 概 要

(1)平成25年度　組織改正により，福祉総務課に「福祉総合相談支援担当」を位置づける。
(2)上記担当に，福祉部門内の窓口業務・相談業務の総合調整機能を位置づける。各課に，「福祉総合相談支援担当者」を配置する。
(3)具体的には，担当の執行体制の強化により，窓口・相談体制の充実（地区福祉窓口への支援の充実を含む）を図るとともに，新設する課の準備担当の役割を位置づける。
(4)部内の横断的な連携により相談機能を充実するとともに，福祉総合相談支援担当者による連絡会議（以下「連絡会議」という。）により，新設する課の準備を進める。
(5)(1)～(4)の取組は，新庁舎再整備に反映できるよう財務部との調整を進める。
(6)市民満足度調査（福祉窓口及び相談体制に関する調査）を継続的に実施し，新たに検討する福祉部内の窓口・相談体制へ反映する。
(7)専門性の高い職員の配置も含め，総合相談に関する部内の組織体制の強化に向けた取り組みを進める。

所　管　部   福祉部 関　係　課   福祉総務課

課 題 概 要
（取組前の状況）

　福祉に関する業務は，より複雑化・専門化し，各課におけるきめ細やかな窓口対応が必要となり，さらには，一つの相談窓口・課では解決できない相談も生じて
きている。
　このような複数課にまたがる相談や，どこに相談をすればよいのかわからない相談に対して，包括的に対応できる福祉総合相談支援体制の構築が必要となる。

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票 【実施期間　平成２５年～２９年】

課　題　名 　福祉窓口業務及び相談機能の充実 課 題 番 号 (2)
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平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
①連絡会議の検討結果を，部内全職員に周知・徹底
する。
②翌年度の新庁舎における窓口対応や相談体制のマ
ニュアル等を作成する。
③連絡会議の検討結果を，新庁舎再整備に反映でき
るよう財務部との調整を進める。
④地区福祉窓口への支援の充実を図る。
⑤地域包括ケアシステムの構築に向けて，地域の相
談支援体制の充実を図る。
⑥北部方面の総合相談室を開設する。
⑦「市民満足度調査」の実施及び平成２９年度から実
施する新・市民満足度調査の内容を検討する。
⑧新庁舎移転準備を行う。

市民満足度調査結果
　満足度　100％

平成27年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
①連絡会議の検討結果を，部内全職員に周知・徹底
し，総合相談に関する組織体制の強化に向けて，具体
的施策の検討を行う。
②連絡会議の検討結果を，新庁舎再整備に反映でき
るよう財務部との調整を進める。
③地区福祉窓口のあり方・拡充等について検討し，市
民自治部との調整を進める。
④地域包括ケアシステムの構築に向けて，地域の相
談支援体制の充実を図る。
⑤北部方面の福祉保健総合相談機能の強化に向け
て，新たな総合相談室の開設について検討し，関係部
門との協議を行う。
⑥「市民満足度調査」を実施する。

市民満足度調査結果
　満足度　100％

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
①福祉相談体制や福祉保健総合相談室について，引
き続き市民及び関係機関への周知を行う。
②具体的な庁舎整備案の部内検討を行う。引き続き，
各種システムの設置・連携等に係る費用積算（予算積
算）等の検討を行う。
③連絡会議の検討結果を，新庁舎再整備に反映でき
るよう財務部との調整を進める。
④地区福祉窓口への支援の充実に向けた検討を行
う。
⑤「市民満足度調査」を実施する。
⑥専門性の高い職員の配置も含め，総合相談に関す
る部内の組織体制の強化に向けた取り組みを進める。

市民満足度調査結果
　満足度　100％

①広報ふじさわへの掲載や関係機関へのチラシ配布等
により，福祉相談体制や福祉保健総合相談室に対する
市民の認知度の向上を図った。
②新庁舎再整備に向けて，新設課も含めた部内執行体
制を検討し，さらなる市民サービスの向上を図った。
③福祉総合相談支援担当者連絡会議において新庁舎
再整備に対する意見を集約し，実施設計に反映させる
ことができた。
④地区福祉窓口担当者会議の開催等により，地区福祉
窓口と関係各課との連絡調整を行うなど，地区福祉窓
口相談員の資質の向上を図った。
⑤「市民満足度調査」の内容を見直して10月から11月
にかけてアンケート調査を実施したところ，満足度100％
の結果が得られた。
⑥生活困窮者自立支援制度の施行に向けた体制整備
に合わせて，10月から福祉総合相談支援担当に専門性
の高い職員を配置し，部内の相談体制の強化を図っ
た。また，11月から生活困窮者自立促進支援モデル事
業を実施するにあたり，自立支援庁内連携会議を設置
して，庁内他部門との横断的な連携体制を構築すること
ができた。

⑥地域における生活困窮者に対する包
括的支援体制の構築に向けて，庁外の
関係機関等を含めた会議体を設置す
る。
（個別課題「地域包括ケアシステムの
構築」において，次年度に設置を予定し
ている「藤沢型地域包括ケアシステム
推進会議」に位置付ける。）
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付　　記

平成24年度実績無し
平成29年度については新・市民満足度調査により行う。
　 ※当初，平成25年度の目標値を70％とし，それ以降毎年5％の増を目標としていたが，本来，市民満足度については100％を目指すべきものであることから，平成26年度以降の目標値の見直
しを行った。

c.目標との差 21.1％ 0％

90％

a'.見直し後の目標値 － 100％ 100％ 100％ 100％市民（相談者）
の満足度

a.目標値 70％ 75％ 80％ 85％

b.実績値 91.1％ 100％

指　標 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　　計 結　　果

実　績
調査内容の検討／調査，集
計，結果報告

調査内容を見直し，10月から
11月にかけてアンケート調査
を実施

市民満足度調査の実施（福祉
窓口及び相談体制に関する
調査）
※平成29年度は，新たなアン
ケート調査

計　画

※新設課の設置

実　績
体制の検討や関係部門との協
議を行う

体制の検討や関係部門との協
議を行う

新設する「（仮称）福祉総合相
談支援課」の体制の検討

計　画

実　績 自立支援庁内連携会議の設置

生活困窮者自立支援制度の
施行に向けた相談体制の強
化

計　画

実　績
福祉総合相談支援担当者連絡
会議の随時開催

福祉総合相談支援担当者連絡
会議の随時開催

平成28年度 平成29年度

実　施
スケジュール

部内における連絡会議の設
置

計　画 ※新設課の設置

実　施　項　目 平成25年度 平成26年度 平成27年度

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
①新庁舎移転
②新設の「（仮称）福祉総合相談支援課」を核とする，
充実した窓口体制及び相談体制を構築する。
③地区福祉窓口への支援の充実を図る。
④地域包括ケアシステムの構築に向けて，地域の相
談支援体制の充実を図る。
⑤新・市民満足度調査を実施する。

新・市民満足度調査結果
　満足度　100％
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付　　記

e.実績値

平成29年度 合　　計

抑制効果額
d.目標値

財政的効果 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
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○

○

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

３．コスト意識の徹底を図る改革

取 組 概 要

２．市民サービスの質的向上を図る改革

平成26年度

①日常生活圏域（13地区）ごとの実態，ニーズ，社会資
源の把握

②2025年を見通した高齢者保健福祉計画（第６期介護
保険事業計画）の策定

(１) 日常生活圏域（13地区）ごとのニーズ調査等による実態把握
(２) 地域ケア会議等による個別事例を通じたニーズと社会資源の把握
(３) 医療・介護情報の「見える化」
(４) 地域の課題の把握及び社会資源の創設
(５) 神奈川県の計画（医療，住宅）及び市の関連諸計画との調整等を踏まえた介護保険事業計画の策定
(６) 介護サービス，医療・介護連携，住まい，生活支援・介護予防に関する対応策の決定・実行

取組項目

①平成25年に実施した「高齢者の保健・福祉に関する
調査」や「介護保険サービス利用者等調査」，いきいき
サポートセンター（地域包括支援センター）・ケアマネ
ジャーによるニーズ把握等に基づき，13地区ごとの実
態を把握する。
②各地区の団体等との意見交換を実施し，地域課題
やニーズを把握する。
③介護保険法改正による要支援者の介護予防・日常
生活支援総合事業への移行スケジュールを検討する。
④生活支援・介護予防サービスの充実に向けたモデル
事業を実施する。
⑤ボランティアの育成を推進する。
⑥いきいきサポートセンター（地域包括支援センター）
の機能・体制強化を検討するとともに，地域の相談支
援体制の強化を検討する。
⑦医師会等との連携により，在宅医療推進会議を設置
し，在宅医療の推進及び介護との連携について検討す
る。
⑧厚労省オレンジプランに基づく認知症施策を検討す
る。
⑨2025年を見据えた高齢者保健福祉計画・第６期介
護保険事業計画を策定する。
⑩「2025年問題に関する庁内検討組織」を設置し，地
域包括ケアシステムとの連携を図る。
⑪地域包括ケアシステム推進のための専任担当の設
置を検討する。

次年度課題成果実績

①13地区ごとの高齢者や要支援認定者の実態，ニー
ズ等の把握を行った。
②市社会福祉協議会とともに，11月以降に各地区を訪
問し，地域の団体等との「福祉のまちづくりに関する13
地区意見交換会」を実施した。
③介護予防・日常生活支援総合事業への移行に向け
たスケジュール等の課題について検討した。
④モデル事業として，「地域ささえあいセンター」の整備
と「生活支援コーディネーター」の配置，地域の縁側事
業を実施した。
⑤いきいきパートナー事業の登録者に対し，ニーズ調
査を行い，また，講習会の開催で登録者の増や受け入
れ施設等の拡充を図った。
⑥いきいきサポートセンター（地域包括支援センター）
の後方支援を行う基幹型地域包括支援センターの設
置に向けて，関係部門と協議を行った。
⑦10月に在宅医療推進会議を設置し，在宅医療に関
する検討を進めた。
⑧「認知症初期集中支援チーム」の設置，「認知症地
域支援推進員」の配置に向けて調整を行うとともに，
「認知症ケアパス」の作成を進めた。
⑨「藤沢市の福祉を考える」シンポジウムの開催等，福
祉部内関連計画と整合性を図りながら，高齢者保健福
祉計画・第６期介護保険事業計画を策定した。
⑩「2025年問題に関する庁内検討組織」を設置した。
⑪専任担当の設置について関係部門と協議した。

成果目標

　超高齢社会を迎え，要介護高齢者が今後ますます増加することが予想されている。そして団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を見据え，高齢者が住み
慣れた地域で自分らしく尊厳を持って暮らせるよう，在宅医療の推進と介護との連携，介護サービスの充実，介護予防・生活支援サービスの充実等が求めら
れている。 （平成２６年度新規課題）

【実施期間　平成２６年～２９年】

地域包括ケアシステムの構築

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票

課 題 番 号

関　係　課

新・行財政改革基本方針に
基づく3つの改革

※該当するものに ○ をつける（複数可）

所　管　部 福祉部 ・ 保健医療部 ・ 企画政策部

 (3)

福祉総務課・介護保険課・高齢者支援課・障がい福祉課・
保健医療総務課・保健予防課・企画政策課

課 題 概 要
（取組前の状況）

課　題　名

①13地区ごとに把握した高齢者等
の実態に加え，子どもや障がい者等
を含めた実情・ニーズ，社会資源等
の地域分析を行う。
②引き続き，地域の団体等との意見
交換を行う。
③総合事業の移行に向け，サービ
スの類型や手続等，具体的な検討
を早期に進める。
④モデル事業を検証し，拡充に向け
た検討・調整等を進める。
⑤いきいきパートナー事業等を含
め，ボランティアの育成・支援に向け
た総合的な検討をする。
⑥基幹型地域包括支援センターと
各いきいきサポートセンター（地域包
括支援センター）との連携強化を図
る。
⑦多職種連携や在宅医療・介護連
携に関する普及啓発等の検討を進
める。
⑧認知症初期集中支援チームのサ
ポート医や認知症地域支援推進員
を確保するとともに，認知症ケアパ
スの周知を図る。
⑨計画に基づく施策・事業を展開す
る。
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成果目標

平成27年度

①介護予防・日常生活支援総合事業への移行を段階
的にスタートする。
②介護予防・生活支援サービスの担い手を含めたボラ
ンティア等の育成を推進する。
③関係課や関係機関と連携し，地域特性に応じた13地
区ごとの地域づくりを進める。
④地域包括支援センターの機能・体制及び地域の相
談支援体制の充実を図る。
⑤在宅医療を受けられる環境整備を推進する。
⑥在宅医療及び医療・介護連携を推進する。
⑦厚労省の新オレンジプランに基づく認知症施策を推
進する。
⑧地域づくりにおける住まい方に関する検討を進め
る。
⑨関係課による庁内検討委員会・専門部会や，「藤沢
型地域包括ケアシステム推進会議」を，「2025年問題
に関する庁内検討組織」と連携を図りながら開催する。

①要介護１以上の認定率
②介護予防・日常生活支援総合事業の移行に向けた
受け皿の整備数
③地域づくりを推進するための13地区への団体や市民
等に対する説明・意見交換等の実施回数
④在宅療養支援診療所の数

平成28年度

①福祉部内に「地域包括ケア推進担当」を設置し，関
係課による庁内検討委員会と専門部会を開催するとと
もに，関係機関や市民等を委員とした「藤沢型地域包
括ケアシステム推進会議」を設置・開催を行う。　また，
開催にあたっては，「2025年問題に関する庁内検討組
織」との連携を図る。
②介護予防・日常生活支援総合事業への円滑な移行
に向けた制度設計や現行サービス利用者等の受け皿
の整備を進めるとともに，業務所管課の再検討を行う。
③地域の特性を活かした地域づくりを進めるため，高
齢者や子ども，障がい者等を含めた実情・ニーズ，社
会資源等の地域分析を行い，地域の団体等との意見
交換を行う。
④ボランティアの育成を推進する。
⑤いきいきサポートセンター（地域包括支援センター）
の機能・体制及び地域の相談支援体制の充実を図る。
⑥在宅医療を受けられる環境整備を推進するとともに
（仮称）在宅医療支援センターを開設する。
⑦厚労省の新オレンジプランに基づく認知症施策を推
進する。
⑧地域づくりにおける住まい方に関する検討を進め
る。

①要介護１以上の認定率
②介護予防・日常生活支援総合事業の移行に向けた
事業者やNPO等に対する説明会・意見交換会等の開
催回数
③地域づくりを推進するための13地区への団体や市民
等に対する説明・意見交換等の実施回数
④在宅療養支援診療所の数

取組項目

次年度課題

成果実績

取組項目（予定） 成果実績

次年度課題

成果目標
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平成27年度 平成28年度

専任担当の設置

次年度課題

地域支援事業全体の再構築

成果実績

実　績

第６期介護保険事業計画

地域ささえあいセンター・地
域の縁側事業のモデル実施

成果目標

①要介護１以上の認定率
②介護予防・日常生活支援総合事業の移行に向けた
受け皿の整備数
③地域づくりを推進するための13地区への団体や市民
等に対する説明・意見交換等の実施回数
④在宅療養支援診療所の数

平成29年度

計画に基づくサービス基盤整
備
第６期介護保険事業計画策定

在宅医療推進会議の設置

実　施　項　目

取組項目（予定）

スケジュール検討

計　画

関係部門との協議

関係部門との協議

多様な通いの場の設置

実　績
計画に基づくサービス基盤整
備

計　画

（仮称）在宅医療支援センターの開設

認知症施策の推進

計　画

新オレンジプランに基づく施
策の実施検討

高齢者保健福祉計画（介護保
険事業計画）による施策・事
業の推進（基盤整備）

実　施
スケジュール 在宅医療及び医療・介護連携

の推進
実　績

計　画

実　績

計　画

実　績

計　画

実　績

スケジュール等の課題検討

制度設計

平成29年度

福祉部内に専任の「地域包括
ケア推進担当」の設置

介護予防・日常生活支援総合
事業への移行

平成26年度

完全実施段階的実施

認知症サポーター養成の推進
もの忘れ相談

新オレンジプランに基づく施策の実施

①介護予防・日常生活支援総合事業の移行を完了す
る。
②介護予防・生活支援サービスの担い手を含めたボラ
ンティア等の育成を推進する。
③関係課や関係機関と連携し，地域特性に応じた13地
区ごとの地域づくりを進める。
④地域包括支援センターの機能・体制及び地域の相
談支援体制の充実を図る。
⑤在宅医療を受けられる環境整備を推進する。
⑥在宅医療及び医療・介護連携を推進する。
⑦厚労省の新オレンジプランに基づく認知症施策を推
進する。
⑧地域づくりにおける住まい方に関する検討を進め
る。
⑨関係課による庁内検討委員会・専門部会や，「藤沢
型地域包括ケアシステム推進会議」を，「2025年問題
に関する庁内検討組織」と連携を図りながら開催する。

平成25年度
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平成25年度指　標 合　　計 結　　果

１０．８％

結　　果平成25年度 平成26年度

１０．８％ １０．８％

４７診療所 ４９診療所 ５１診療所

平成27年度 平成28年度

平成29年度

付　　記

指　標

平成27年度平成26年度 平成28年度

平成28年度平成27年度

①要介護１以上
の認定率

平成29年度 合　　計

合　　計

０

b.実績値 ４５診療所

１０．７％

抑制効果額

・平成２６年度の実績値については、２月末現在のもの

付　　記

平成25年度 平成26年度

１０．８％

②在宅療養支
援診療所の数

b.実績値

a.目標値

・平成２６年度の実績値は、平成２７年２月１日現在のもの

e.実績値

a.目標値

d.目標値

財政的効果

c.目標との差

１０．８％

c.目標との差

平成29年度

付　　記
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○

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票 【実施期間　平成２５年～２９年】

課　題　名 　国民健康保険料の収納率向上（収入未済額及び不納欠損額の縮減）

・現年度分収納率89.25％の目標値を設定・達成
・現年度分収入未済額，24年度収入未済額比△25,000千
円
・現年度及び滞納繰越分の24年度不納欠損額比△10,000
千円
・職員の資質の向上

・現年度収納率は90.20％
・現年度分収入未済額は，平成24年度額比△86,240千円
・現年度及び滞納繰越分の不納欠損額平成24年度比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 △102,300千円
・高額事案の進捗管理を強化し事案の解決を図った。
・徴収に関する種々のノウハウを身に付けた職員が各事案
に対して，効果的な折衝を行った。
・滞納管理システムの比較検討を実施した。

・滞納世帯減少を図る上で，滞納処分
等の早期着手が効果的であるが，処分
執行の権限を持つ徴税吏員(正規職員)
の人員が，滞納世帯数に対して少ない
ため執行体制が厳しい状態である。

取 組 概 要

　国民健康保険料の収納率向上の対策については，毎年徴収方針を定めて，収納率の目標値設定や取組項目を実施する事で徴収の強化をしている。保険料の収入未済額が大幅な削
減に結びつかない理由としては，制度上の課題(加入者層に保険料の負担能力が低い世帯が多い等)や，滞納世帯数の現状に対して，徴収に係る人員体制が厳しい状況にあることなど
がある。このことから効率的な実施手法を模索するとともに，適切な処理を行える体制についても併せて検討する必要がある。

新・行財政改革基本方針に
基づく3つの改革

※該当するものに ○ をつける（複数可）

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

２．市民サービスの質的向上を図る改革

次年度課題

課 題 番 号 (1)

３．コスト意識の徹底を図る改革

　保険年金課

　国民健康保険料の徴収は，国民健康保険事業の運営を図るため，財源確保として欠くことのできないもので，被保険者負担の公平性を図る上からも重要な要因となっているため，年ごとに作成する「国
民健康保険料徴収方針」の中で，当該年度に取組む重要課題の設定及び検証を行い，徴収業務を推進していく。
　①適切な現年度分目標収納率の設定
　②徴収体制の強化
　③滞納情報の共有化など納税課との連携による事務の効率化
　④初期滞納者の削減対策や催告書の発送など滞納整理による被保険者負担の公平性
　⑤滞納管理システムの更新にあたり，システムの検証
　⑥きめ細やかな納付相談

課 題 概 要
（取組前の状況）

所　管　部 　保健医療部 関　係　課

・現年度収納率の設定と進行管理
・業務分担の明確化と協力連携体制の強化
・効率的・効果的な滞納整理事務の遂行により，収入未済
額及び不納欠損額の縮減を図る
・昨年度効果のあった残額確認書の発送を継続して行う
・滞納管理システムを活用した分割納付者の管理を行う
・「税料納付促進センター」による未納者の早期着手を図る
・滞納管理システムの更新にともない，より効率的な徴収事
務ができるシステムの選定作業を行う

・現年度分収納率90.24％
・現年度分収入未済額，24年度収入未済額比△25,000千
円
・現年度及び滞納繰越分の24年度不納欠損額比△10,000
千円

・収納率向上のため，滞納者との納付
相談や滞納処分を執行する必要があ
るが，処分権限を持つ徴収職員（正規
職員）は納税課の徴収職員に比べて，
一人当たり２．１倍の滞納案件を抱えて
いる。市議会では，滞納者一人ひとり
に対して「きめ細やかな対応」をするよ
う毎回要望されており，担当職員の負
荷が高い現状にある。

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績

平成26年度

次年度課題
・現年度収納率を設定し，初期滞納者の削減を図る
・徴収体制の強化として職員の資質の向上を目指す
・残額確認書等催告書の発送や差押えなど滞納整理を行
い収入未済額及び不納欠損額の削減を図る
・滞納管理システムの更新にあたり，システムの比較検証
を行う

取組項目 成果目標 成果実績
・残額確認書の発送や，分割納付者の管理，「税料納付促
進センター」による未納者の早期着手等の効果により，現
年度徴収率は90.74％(前年度比0.54ポイント増)
・現年度分収入未済額は，平成24年度比△114,990千円
・現年度及び滞納繰越分の不納欠損額は，平成24年度比
 △194,700千円
・職員の事務分担を明確化し，効率性を高めたことで財産
調査等の件数増につながった。
・滞納管理システムの更新にともなうシステムの選定作業を
実施した。
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平成28年度

次年度課題
・現年度収納率の設定と進行管理
・業務分担の明確化と協力連携体制の強化
・効率的・効果的な滞納整理事務の遂行により，収入未済
額及び不納欠損額の縮減を図る
・昨年度効果のあった残額確認書の発送を継続して行う
・滞納管理システムを活用した分割納付者の管理を行う
・「税料納付促進センター」による未納者の早期着手を図る
・滞納管理システムの更新にともない，より効率的な徴収事
務ができるシステムの導入作業を行う

・現年度分収納率90.78％
・現年度分収入未済額，24年度収入未済額比△25,000千
円
・現年度及び滞納繰越分の24年度不納欠損額比△10,000
千円

成果実績

取組項目（予定） 成果目標 成果実績
・現年度分収納率90.82％
・現年度分収入未済額，24年度収入未済額比△25,000千
円
・現年度及び滞納繰越分の24年度不納欠損額比△10,000
千円

次年度課題

実　施
スケジュール

現年度収納率の設定と進行
管理

計　画

平成27年度

取組項目 成果目標

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標

・現年度収納率の設定と進行管理
・業務分担の明確化と協力連携体制の強化
・効率的・効果的な滞納整理事務の遂行により，収入未済
額及び不納欠損額の縮減を図る
・滞納管理システムの更新にあたり，システム状況の検証
を行う

実　施　項　目

・現年度収納率の設定と進行管理
・業務分担の明確化と協力連携体制の強化
・効率的・効果的な滞納整理事務の遂行により，収入未済
額及び不納欠損額の縮減を図る
・滞納管理システムの更新にあたり，システム状況の検証
を行う

・現年度分収納率90.86％
・現年度分収入未済額，24年度収入未済額比△25,000千
円
・現年度及び滞納繰越分の24年度不納欠損額比△10,000
千円

平成25年度 平成26年度

現年度収入未済額の削減

計　画

現年度及び滞納繰越分の不
納欠損の削減

計　画

次年度課題成果実績

実　績 現年度収納率　90.20％

実　績
徴収率の向上により，収入未
済額が縮減

実　績

滞納管理システムの更新及
び検証

平成27年度 平成28年度

収納率の目標値を90.78%で
設定

現年度収納率　90.74％

平成29年度

滞納処分の執行停止及び差押
えを実施

徴収率の向上により，収入未
済額が縮減

実　績
事務の効率化のため，システ
ムの比較検討を実施

計　画

執行停止及び差押えの実施に
より，不納欠損額が縮減

事務の効率化のため，システ
ムの導入作業を実施
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指　標 平成25年度 平成26年度 平成29年度 合　　計 結　　果

平成24年度比
+1.18％→+1.68％

平成24年度比+1.07％a.目標値 90.20％ 90.25％

－a'.見直し後の目標値

89.25％ 90.20％

90.32％→90.82％ 90.36％→90.86％

平成27年度 平成28年度

財政的効果 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

c.目標との差

付　　記

＜国民健康保険料の現年度分収納率＞
・国民健康保険料の現年度分徴収率は，6月から翌年の5月末まで。最終実績は出納閉鎖(5月31日)後に確定。
　※平成26年度実績値は出納閉鎖後の確定値。・平成24年度の収納率実績　89.18％
・当初，平成25年度の目標値を89.25％とし，それ以降0.25％の増を目標としていたが，平成25年度の実績が平成26年度の目標値を上回ったため，平成26年度から平成29年度の目標値を見直した。
・更に，平成26年度の実績が見直した目標値を上回ったため，平成27年度から平成29年度の目標値を見直した。
・見直し後の目標値は，平成26年度の実績値に平成20年度から平成24年度までの5年間における収納率の対前年比の平均値を年度ごとに乗じて算出したもの。

国民健康保険
料の現年度分

収納率

90.24％

0.50p

b.実績値 90.20％                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

90.20％

90.28％→90.78％

0.95p

合　　計

その他の
効果額

d.目標値 25,000千円 25,000千円 25,000千円 25,000千円

90.74％

平成29年度

201,230千円

付　　記

＜その他の効果額＞
・各年度の保険料収納率の向上を図ることにより，平成24年度収入未済額と比較して縮減を図ることができる収入未済額を表したもの。
・保険料の収納率が前年度より向上した場合でも，調定額自体の増加に伴い，必ずしも収入未済額が縮減されるものではない。
　※平成24年度現年度分収入未済額　1,169,220千円
　※平成25年度現年度分収入未済額　1,082,980千円
　※平成26年度現年度分収入未済額　1,054,230千円

25,000千円 125,000千円

e.実績値 86,240千円 114,990千円
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○

(2)

①健康遊具の整備による環境整備を進めるとともに，公園
を活用した健康づくり教室を行い，身近な場所での普及啓
発を充実する。
②「駅からマップ」の作成など意識啓発の方法を検討する。
③-1身体活動促進･ロコモ予防のための体操を作成普及す
る。
③-2ラジオ体操講習会を開催する。（長後・善行・秩父宮記
念体育館）
③-3健康遊具を含め，公園を活用した健康づくり教室を行
い，身近な場所での普及啓発を充実する。
④-1モデル地区で体操講習会･ウオーキング教室を開催
し，健診受診・身体活動推進の普及啓発を行う。
④-2身体活動啓発として新たに折チラシを作成し，モデル
地区を中心に配布し，効果的な普及を行う。
⑤健診の実施方法や啓発方法について検討する。また，新
たに導入する胃ガンリスク検診の受診促進を図る。
⑥継続した健康増進事業推進について次期健康増進計画
にむけ検討する。

①市民の公園や街中で体操や歩く機会を増やすなどの健
康づくりを推進する。
②市民の駅を中心としたウオーキングを促進する。
③身体活動促進･ロコモ予防のための体操を作成し効果的
に普及する。
④モデル地区において健康づくりに取り組む市民を増や
す。
⑤検診受診率の向上
⑥次期健康増進計画を策定（3月）する。

新・行財政改革基本方針に
基づく3つの改革

※該当するものに ○ をつける（複数可）

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

２．市民サービスの質的向上を図る改革

健康増進課

課 題 概 要
（取組前の状況）

本市の将来推計人口で，2025年には市民の約4人に1人が65歳以上，約6人に1人が75歳以上となる超高齢時代に向け，高齢者が自立した生活を送る期間を
少しでも長く維持するためには，様々な地域環境を整える必要がある。健康保持のための環境整備には，生活習慣病予防や健康づくりの普及啓発を庁内で
横断的に実施し，効率的に市民に健康づくりの普及啓発を行う必要がある。

３．コスト意識の徹底を図る改革

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票 【実施期間　平成２５年～２９年】

課　題　名 　超高齢社会に向けた健康づくり推進　　　　　　　 課 題 番 号

所　管　部 　保健医療部 関　係　課

取 組 概 要

1) 公園や街中で体操や歩く機会を増やします。
2) 駅までの通勤通学でからだを動かす機会を増やします。（駅から歩こう！駅まで歩こう！EcoEco Diet)
3) 公園を活用した健康づくりをすすめます。
4) 身体活動促進･ロコモ予防のための体操の作成と普及を行います。
5) 定期的に検診を受診する人を増やします。

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・モデル地区で健診受診・身体活動推進の普及啓発を行
う。
・体操講習会を実施する。
・身体活動促進・ロコモ予防のための体操作成について検
討する。

・モデル地区で啓発チラシの配布，ミニ講座を行う。
・体操作成にむけて関係機関と協議する。

・４つのモデル地区で身体活動促進啓発チラシの全戸配布
とミニ講座を62箇所で行った。
・体操講習会（ラジオ体操講習会）を1回実施した。(104名参
加）
・体操作成に向け（公財）藤沢市保健医療財団等と協議し
た。

・身体活動促進の啓発および体操講
習会を計画的に継続して実施するた
め，健康増進計画に盛り込む必要が
ある。

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
①公園を活用した健康づくり教室の開
催を継続し，公園遊具の整備計画とと
もに健康づくりにおける公園活用の定
着を図る。
②若い世代への啓発について引き続
き検討する。
③プラス１０体操は保健医療セン
ター，かわせみ体操は運動サポー
ター，ラジオ体操はスポーツ部局と連
携するなど，それぞれ効果的な普及を
目指す。
④モデル地区での取り組みから，軽体
操の普及，ウオーキングの普及を行
い，主体的に健康づくりに取り組む市
民を増やす。
⑤受診率向上を目指し，胃がんリスク
検診の検診実施期間の変更をする。
⑥健康増進計画（第２次）の進捗管理
を健康づくり推進会議等で行うため，
平成2７年度からは，実行プラン個別
課題からは除外する。

①公園や地域での身体活動促進のための環境整備を検討
し，今後の身体活動促進の普及につなげることができた。
②若い世代への意識啓発の必要性は運動部会で検討した
が，「駅からマップ」の作成には至らなかった。
③モデル地区での活動から，「プラス10体操」，健康づくり応
援団事業　健康づくりサポーター事業から「かわせみ体操」
を作成し，新たな啓発の普及に取り組む体制を整えた。
③-2公園を活用した健康づくり教室を開催し，今後の普及
につなげるため公園や地域での身体活動促進のための環
境整備を検討した。
④モデル地区で取り組みにより，地域資源の把握やニーズ
の把握につながった。
⑤8月に胃ガンリスク検診を導入し，胃ガンのハイリスク者
の早期発見とハイリスク者を受診につなげる体制を整え
た。また，図書館と連携したがんや健康づくりの啓発活動を
10月に行い，啓発機会の拡大を図ることができた。
⑥身体活動促進の啓発および体操講習会，検診の充実に
ついて次期健康増進計画策定(3月）に盛り込み，計画的に
事業推進を図る。
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実　施
スケジュール

平成27年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
①公園遊具整備計画に基づき，公園遊具等を活用した健
康づくり教室を行い，身近な場所での身体活動促進の普及
啓発を充実する。
②グループで主体的に軽体操等を行う団体登録制「からだ
動かし隊」を創設し，活動団体の把握を行うとともに活動支
援を行う。
③-1身体活動促進･ロコモ予防のための軽体操「プラス10
体操」「かわせみ体操」を普及する。
③-2ラジオ体操講習会を開催する。（6回）
③-3健康づくりウオーキング教室を13地区で行う。
④胃ガンリスク検診の実施期間を変更し受診促進を図る。
⑤乳がん検診未受診者の受診勧奨（40歳，45歳）を行い，
受診促進を図る。
⑥継続した健康増進事業推進について健康増進計画に含
め健康づくり推進会議で進捗管理を行う。

①健康づくりに活用しやすい公園を増やすとともに，公園を
活用して健康づくりに取り組む市民を増やす。
②主体的に健康づくりに取り組む市民を増やす。
③軽体操等の普及啓発を関係団体等と連携して行い，実
践する市民を増やすとともに地域で普及できる人材の育成
をする。
④胃がんリスク検診の受診者数を増やす。
⑤乳がん検診の受診者数を増やす。
⑥健康づくり推進会議の開催(年2回）

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・公園や街中で体操や歩く機会を増やすなど健康づくりをす
すめる。
・駅を中心としたウオーキングの啓発について検討する。
・身体活動促進･ロコモ予防のための体操を普及する。
・健診の実施方法や啓発方法について検討する。

・体操講習会･ウオーキング教室を開催し，地域で自主的に
活動する体操会･歩こう会を増やす。
・駅からマップの作成と啓発，歩く環境整備をすすめる。
・健康遊具を含め，公園を活用した健康づくり教室を行う。
・身体活動促進･ロコモ予防のための体操を作成普及する。

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・公園や街中で体操や歩く機会を増やすなど健康づくりをす
すめる。
・駅を中心としたウオーキングの啓発について検討する。
・身体活動促進･ロコモ予防のための体操を普及する。
・健診の実施方法や啓発方法について検討する。

・体操講習会･ウオーキング教室を開催し，地域で自主的に
活動する体操会･歩こう会を増やす。
・駅からマップの作成と啓発，歩く環境整備を検討する。
・健康遊具を含め，公園を活用した健康づくり教室を行う。
・身体活動促進･ロコモ予防のための体操を作成普及する。

実　施　項　目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

健康遊具の環境整備および
健康づくりの普及啓発

計　画

実  績

公園における健康づくりにつ
いて関係機関等と協議し，健
康づくり応援団「からだ動か
し隊」を試行した。公園での
健康講座を行った。

健康づくりに取り組む意識啓
発方法の検討

計　画

実　績
身体活動啓発について関係機
関と協議を行った。

身体活動促進･ロコモ予防の
ための体操の作成および普
及

計　画

実　績 作成に向けた検討を行った。

モデル地区での活動から「プ
ラス10体操」を作成し，新た
な啓発の普及に取り組む体制
を整えた。
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実　施
スケジュール

モデル地区においての身体
活動推進の普及啓発

計　画

実　績
チラシ全戸配布およびミニ講
座を62箇所で実施

折チラシの作成及び配布。身
体活動促進講座を実施した。

健診の実施方法や啓発方法
についての検討

計　画

実　績
藤沢市医師会がん検討部会を
胃ガンリスク検診導入につい
て協議を行った。

平成26年8月に胃がんハイリ
スク健診を導入した。また，
10月に図書館と連携し，がん
や健康づくりの啓発活動を
行った。

次期健康増進計画の検討

計　画

実　績 市民アンケート
健康増進計画(第2次）を策定
した(3月）

指　標 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　　計 結　　果

がん検診受診
率

a.目標値 － 14.5％ 14.5％ 14.5％ 14.5％

b.実績値 14.0％ 13.96％

c.目標との差 － △ 0.54

付　　記
指標として，胃がん，肺がん，大腸がん，子宮頸がん，乳がん，前立腺がん，胃がんリスク検診の受診率とした。（Ｈ26年度より追加）
受診率(受診者延べ数/対象者延べ数)H25(155,751/1,110,351)H26(163,074/1,168,008)

財政的効果 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　　計

d.目標値

付　　記

e.実績値

指　標 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　　計 結　　果

地域での市民を
巻き込む健康
づくり普及活動

の数

a.目標値 10 20 40 50 60 180

b.実績値 12 27 39

△141

付　　記

平成24年度実績なし
実績値：地域で主体的に健康づくりを広める活動をする地域団体等の数
H25：健康づくりネットワーク参加団体数　H26：健康づくりネットワーク参加団体および主体的に体を動かす団体数

c.目標との差 2 7
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○

平成26年度

・平成２７年度からは，平成２６年度末
に策定した「藤沢市子ども・子育て支
援事業計画」に基づき，事業執行及
び進捗管理を行うため，実行プラン個
別課題からは除外する。

関　係　課

成果実績

新・行財政改革基本方針に
基づく3つの改革

※該当するものに ○ をつける（複数可）

取 組 概 要

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

子ども青少年育成課(H27：子育て企画課・青少年課)・
子ども家庭課・保育課・子育て給付課・子ども健康課

課　題　名 課 題 番 号

課 題 概 要
（取組前の状況）

次年度課題

２．市民サービスの質的向上を図る改革

３．コスト意識の徹底を図る改革

成果実績

【実施期間　平成２５年～２９年】

　子ども・子育てに関する新たな支援策の構築

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票

　子ども青少年部では，平成２２年度から次世代育成支援行動計画後期計画に基づき，子ども・子育て支援に関する各種施策を実施してきたところである。一方，国においては，平成２４年
８月に，子ども・子育て関連３法が成立し，平成２７年４月をめどに新たな制度の施行を目指している。この新制度の実施主体は市町村とされており，本市においても，地域のニーズに即し
た独自の新たな支援策を構築する必要がある。

所　管　部 　子ども青少年部

(1)

子ども・子育て支援新制度の本格施行を見据えながら，子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう，子ども・子育て家庭等を対象とした支援事業を効率的かつ計画的に行い，市民
サービスの質的向上，組織における業務執行の効率化を目指す。
  1）子ども・子育て支援に係る施策に関する事項及び実施状況等を調査・審議する「藤沢市子ども・子育て会議」の設置
  2）潜在ニーズを含めた地域での子ども・子育てに係る需要調査の実施
  3）地域における子ども・子育てに係る事業の需要見込量，提供体制，実施時期等を盛り込んだ「子ども・子育て支援事業計画」の策定
  4）子ども・子育て会議及び保育に関する認可基準，放課後児童クラブの設備運営基準等に関わる各種基本条例の制定
  5）制度管理システムの導入
　6）子ども・子育て支援事業計画に基づく「教育・保育給付」及び「地域子ども・子育て支援事業」の実施
　7）困難を抱える家庭や子どもの育ちへの支援の充実
　8) 新制度施行を見据えた組織の見直し

平成25年度

成果目標取組項目

次年度課題取組項目 成果目標

・需要調査の結果を基に算定した教
育・保育等の「量の見込み」を，実際
の必要量に置き換えるうえで，どのよ
うに補正をし，子ども・子育て支援事
業計画の策定に反映させるのかが課
題である。

①－１子ども・子育て会議を６回開催し，各種基準の条例骨子
案，量の見込み及び確保方策，教育・保育提供区域の設定，
「子ども・子育て支援事業計画」の素案及び計画案，認可保育
所及び地域型保育事業の利用定員等について審議した。
①－２子ども・子育て支援事業計画の策定に向け，１２月から
１月にかけて，素案に対するパブリックコメントを実施。さらに，
２月議会に計画案を報告するとともに，３月に開催した第６回
子ども・子育て会議に諮ったのち，県との協議の結果，正式に
受理され，年度末に確定させることができた。
②各種基準の条例案については，パブリックコメントを実施し
たのち，９月議会に上程し，制定した。

①子ども・子育て支援事業計画の策定
②各種基本条例の制定
④制度管理システムの導入
⑤幼稚園の施設型給付への移行
⑥利用者負担額（保育料）の上限額を定める条例の制定
⑦認可外保育施設の認可化
⑧保育所整備計画（ガイドライン）の改定及び放課後児童ク
ラブ整備計画の策定

 ①子ども・子育て支援事業計画策定に向けた検討及び県
との協議
 ②各種基本条例制定の検討
 ③子育て家庭等を中心とした市民に対する制度の周知及
び保育に関する情報提供
 ④制度管理システムの導入に向けた検討
 ⑤給付制度の創設に伴う幼稚園への対応
 ⑥利用者負担額の検討
 ⑦認可外保育施設に対する認可保育所・小規模保育事業
への移行支援

・「（仮称）子ども・子育て会議」の条例化・設置
・需要調査に基づく需要量の把握
・「（仮称）子ども・子育て会議」における調査・審議

・「（仮称）子ども・子育て会議」の設置に向けた検討
・需要調査の実施方法の検討・実施
・子ども・子育て支援施策の状況把握
・事業者・関係団体等に対する制度の周知
・子ども・子育て支援事業計画策定に向けた検討
・制度管理システムの導入に向けた検討

・「藤沢市子ども・子育て会議条例」を６月に制定し，７月に同
会議を設置した
・１０月～１１月にかけて需要調査を実施
・２月に小学校１～４年生の保護者を対象に児童クラブに関す
る需要調査を実施
・子ども・子育て会議における調査審議
（第１回）子ども・子育て関連３法及び同会議の役割について
の説明，次世代育成支援行動計画の進捗状況についての報
告
（第２回）需要調査の内容について
（第３回）需要調査の結果，今後のスケジュール
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実　施
スケジュール

実　績
１０月～１１月に需要調査を
実施し，第３回藤沢市子ど
も・子育て会議にて結果報告

需要調査に基づく計画に定め
る量の見込みと確保方策の検
討・確定

実　施　項　目

平成26年度

・平成２７年度からは，平成２６年度末
に策定した「藤沢市子ども・子育て支
援事業計画」に基づき，事業執行及
び進捗管理を行うため，実行プラン個
別課題からは除外する。

平成25年度

「藤沢市子ども・子育て会議
条例」の制定，同会議の設置
及び調査審議

計　画
「藤沢市子ども・子育て会議」
の設置及び同会議における
調査・審議

計　画
子ども・子育て施策の状況把
握及び需要調査の実施

平成29年度

「子ども・子育て会議」にお
ける調査・審議（６回開催）実　績

取組項目（予定）

計画に基づく市民サービスの質的向上と業務執行の効率化

成果実績

新制度の本格施行に伴う「教育・保育給付」及び「地域子ど
も・子育て支援事業」の実施

成果目標

成果目標

次年度課題成果実績

成果実績

計画に基づく市民サービスの質的向上と業務執行の効率化新制度の本格施行に伴う「教育・保育給付」及び「地域子ど
も・子育て支援事業」の実施

成果目標

平成27年度

平成28年度

取組項目（予定）

次年度課題

平成29年度平成26年度 平成28年度平成27年度

取組項目 次年度課題

③－１広報ふじさわ６月１０日号で新制度に関する特集を掲載
するとともに，市民説明会を２回（９月・１０月）開催し，市民へ
の周知に努めた結果，市民の理解につながった。
③－２保育コンシェルジュを６月から配置し，３月末までの相談
件数は４０８件，月平均は約４０件で，予想を上回る結果であ
り，児童の預け先として，保育所のほか，幼稚園の預かり保育
の紹介なども行い，保護者ニーズに応じたサービス提供が図
られた。
④制度管理システムの操作研修を１０月に実施するとともに，
１１月から一部が稼働し，３月末に本格稼働した。
⑤幼稚園に対して，意向調査を行うとともに，説明会等を実施
し，平成２７年度から３園が施設型給付に移行する。２７年度
以降も引き続き，幼稚園の施設型給付（認定こども園）への移
行支援を行う。
⑦国の「待機児童解消加速化プラン」を活用し，認可外保育施
設に対して，認可化への移行を支援した結果，認可保育所とし
て１０月，１１月に１園ずつ開所し，平成２７年度当初には，小
規模保育事業として１ヵ所開所するなど，待機児童の解消に
向けた定員拡大及び保育サービスの向上が図られた。
⑧保育所整備計画及び放課後児童クラブ整備計画について
は，「子ども・子育て支援事業計画」との整合を図るため，３月
末に改定及び策定した。
⑨生活困窮者の自立支援を図るため，庁内での連携会議が
発足し，検討を開始した。
⑩新制度の施行への対応を図るため，２７年度に組織の一部
再編を行う。

 ⑧保育所整備計画（ガイドライン）の改定及び放課後児童
クラブ整備計画の策定に向けた検討
 ⑨困難を抱える子育て家庭への支援の検討
 ⑩新たな制度を見据えた組織のあり方の検討

新制度の本格施行に伴う「教育・保育給付」及び「地域子ど
も・子育て支援事業」の実施

計画に基づく市民サービスの質的向上と業務執行の効率化
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実　施
スケジュール

子ども・子育て支援事業計画
の策定

計　画

実　績
１０月に自立支援庁内連携会
議が発足

「子ども・子育て支援事業計
画に基づく事業の実施

実　績
事業者選定のためのプロポー
ザルを実施

子ども・子育て支援事業計画
案の策定

実　施

実　績 部内組織の一部再編を検討

実　績

計　画

平成28年度

実　施

制度管理システムの検討・導
入

計　画 　

100％10％

新制度施行を見据えた組織
の見直し

計　画

b.実績値

新制度施行を見据えた組織
の見直し

100％

平成27年度

支援策構築の
達成度

0％

実　績

平成25年度

事業者選定のためのプロポー
ザルを実施

困難を抱える子育て家庭への
支援の検討

10％

検　討

抑制効果額

取組概要の１）から５），８）の達成状況について示したもの。
なお，６）及び７）については，平成２７年度の新制度施行後において，「子ども・子育て支援事業計画」に位置づけて取り組むこととし，この個別課題についても，分野別個別計画等により取り
組むものとして整理する。

指　標

付　　記

平成29年度

本格稼働　検討・検証　　一部稼働

10％

e.実績値

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

c.達成率

付　　記

a.現状値

d.目標値

財政的効果 平成29年度

各種基本条例の制定の検討・
施行

計　画

計　画

制度管理システムの導入に向
け，１１月に一部稼働

平成26年度

合　　計

結　　果合　　計

施　行検討・制定

９月定例会に各種基準条例案
を上程し，制定実　績
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○

○

平成27年度から，平成26年度に策定し
た「藤沢市エネルギーの地産地消推進
計画」に基づき，エネルギーの地産地消
について具体的な取組を進めるため，
実行プラン個別課題から整理する。

成果実績

【実施期間　平成２５年～２９年】

　エネルギーの地産地消

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票

取組項目 成果目標

２．市民サービスの質的向上を図る改革

平成26年度

成果実績

①太陽光発電システム設置及び家庭用燃料電池システム設
置の推進
②廃棄物発電電力の新電力会社への売電及び，公共施設
の電力を新電力会社から購入
③エネルギーの地産地消検討会を設置し，（仮称）藤沢市エ
ネルギーの地産地消推進計画を検討・策定

①太陽光発電システム及び家庭用燃料電池システムの設置
により641.1ｔｰCO2を削減した
②-1 廃棄物発電電力を新電力会社へ売電（4/1から）
（12ヶ月間で，売電量約1,428万kwh，売電金額約3億百万円）
②-2 公共施設の電力を新電力会社から購入開始（10/1か
ら）
（6ヶ月間で，約2千3百万円の削減効果）
③検討会を設置し，藤沢市エネルギーの地産地消推進計画
を策定した

①太陽光発電システム及び家庭用燃料
電池システム普及のさらなる充実を図
る。
②（仮称）藤沢市エネルギーの地産地消
推進計画の具体的な施策の検討

次年度課題
①太陽光発電システム及び家庭用燃料電池システムの設置
によるCO2の削減
②廃棄物発電電力の新電力会社への売電及び，公共施設
の電力を新電力会社から購入することによるCO2削減の仕
組みづくり
③検討会による，（仮称）藤沢市エネルギーの地産地消推進
計画の策定

課　題　名

東日本大震災以降，太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーや新エネルギーの普及を推進していく必要がある。普及にあたっては，エネルギーの地産地消を見据え，民間事業者等と
連携しながら，太陽光発電システムや家庭用燃料電池の補助制度や北部環境事業所の廃棄物発電等を活用した施策を検討する必要がある。

所　管　部 　環境部

課 題 番 号 (1)

　環境総務課

課 題 概 要
（取組前の状況）

関　係　課

新・行財政改革基本方針に
基づく3つの改革

※該当するものに ○ をつける（複数可）

取組項目 成果目標
①太陽光発電システム設置及び家庭用燃料電池システム設
置に対する補助制度の実施，及び平成26年度に向けた制度
の見直し
②廃棄物発電を新電力会社に売電

①太陽光発電システム及び家庭用燃料電池システムの設置
によるCO2の削減
②廃棄物発電の新電力会社への売電開始

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

取 組 概 要

CO2の削減に向けた「太陽光をはじめとした再生可能エネルギー」及び「新エネルギーである燃料電池」の普及をこれまで以上に推進していくとともに，電力小売りの全面自由化を見据え，民間企業や大学等と
連携してさらなるエネルギーの地産地消を進めることができる仕組みを検討していくため，次の事業を行う。

・太陽光発電システム設置及び家庭用燃料電池システム設置に対する補助制度の見直しを検討・実施
・新電力会社を活用し，北部環境事業所の廃棄物発電の電力を売電し，一方で公共施設の電力を購入することにより，電力の地産地消を推進し，併せて電力料金削減の経済効果を生み出す。
・エネルギーの地産地消を推進するための検討会設置，及び施策の検討・実施

①太陽光発電システム及び家庭用燃料電池システムの設置
に対する補助制度の見直し及びシステム設置により783.5ｔｰ
CO2を削減した
②廃棄物発電の新電力会社への売電開始
（5ヶ月間で，売電量約7百7万KWh，売電金額約1億2千万円）

３．コスト意識の徹底を図る改革

平成25年度

①太陽光発電システム及び家庭用燃料電池システムの設置
によるCO2の削減
②廃棄物発電電力の新電力会社への売電及び，公共施設
の電力を新電力会社から購入することによるCO2削減の仕
組みづくり
③藤沢市エネルギーの地産地消推進計画に基づく施策の実
施によるCO2の削減

①太陽光発電システム設置及び家庭用燃料電池システム設
置の推進
②廃棄物発電電力の新電力会社への売電及び，公共施設
の電力を新電力会社から購入
③藤沢市エネルギーの地産地消推進計画に基づく施策の実
施

次年度課題成果目標 成果実績取組項目

平成27年度

次年度課題
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取組項目（予定）

平成29年度平成28年度

次年度課題

次年度課題

成果実績

平成25年度

成果目標

成果目標

平成26年度

実　績

実　績

実　績

実　績

検討会の設置，施策の検討・
実施
平成２７年度に藤沢版エネル
ギーの地産地消推進計画を策
定

実　施
スケジュール

公共施設の電力を新電力会社
から購入

藤沢版エネルギーの地産地消
推進計画に基づく施策の実施

計　画

計　画

計　画

（11月）

購入の開始（6ヶ月間で削減効
果約2千3百万円）

平成28年度

取組項目（予定）

売電の実施（12ヶ月間で売電
量約1,428万KWh，売電金額
約3億百万円）

①太陽光発電システム及び家庭用燃料電池システムの設置
によるCO2の削減
②廃棄物発電電力の新電力会社への売電及び，公共施設
の電力を新電力会社から購入することによるCO2削減の仕
組みづくり
③藤沢市エネルギーの地産地消推進計画に基づく施策の実
施によるCO2の削減

①太陽光発電システム設置及び家庭用燃料電池システム設
置の推進
②廃棄物発電電力の新電力会社への売電及び，公共施設
の電力を新電力会社から購入
③藤沢市エネルギーの地産地消推進計画に基づく施策の実
施

①太陽光発電システム及び家庭用燃料電池システムの設置
によるCO2の削減
②廃棄物発電電力の新電力会社への売電及び，公共施設
の電力を新電力会社から購入することによるCO2削減の仕
組みづくり
③藤沢市エネルギーの地産地消推進計画に基づく施策の実
施によるCO2の削減

廃棄物発電電力を新電力会社
に売電

太陽光発電システム設置及び
家庭用燃料電池システム設置
に対する補助制度の検討・実
施

計　画

計　画

実　績

①太陽光発電システム設置及び家庭用燃料電池システム設
置の推進
②廃棄物発電電力のを新電力会社への売電及び，公共施
設の電力を新電力会社から購入
③藤沢市エネルギーの地産地消推進計画に基づく施策の実
施

783.5ｔｰCO2の削減

実　施　項　目

平成29年度

成果実績

641.1t-CO2の削減

売電開始(5ヶ月間で売電量約
7百7万KWh，売電金額約1億
2千万円）

平成27年度

検討会を設置し，藤沢市エネ
ルギーの地産地消推進計画を
策定した
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・77,013,593円＝H25.11～H26.3の新電力会社への売電金額（120,357,113円）－（H24.11～H25.2の東京電力への売電金額（34,164,407円）
                     ＋H25.3の固定価格買取制度による東京電力への売電金額（9,179,113円））
・96,060,324円＝（H26.4～10の新電力会社への売電金額（172,359,017円）－H25.4～10の固定価格買取制度による東京電力への売電金額（107,810,087円））＋
                    （H26.11～H27.3の新電力会社への売電金額（128,847,616円）－H25.11～H26.3の新電力会社への売電金額（120,357,113円））＋
                     H26.10～H27.3の新電力会社からの買電効果額（23,020,891円）
・既存の電力会社から，新電力会社への売電・買電に切り換えたことによる効果額。
・この指標は，売電金額を増やすための取組みを行うものではないことから，実績のみの記載とする。（H26から追加）

（参考）96,060,324円（参考）77,013,593円

97.5

686

付　　記

太陽光発電・家
庭用燃料電池の
新規設置による

CO2削減量
（t-CO2）

指　標

b.実績値

平成26年度平成25年度 合　　計 結　　果

付　　記

a.目標値

d.目標値

財政的効果

c.目標との差

783.5

744.1

-

e.実績値

電力の売電等
による効果額

CO2削減量算定方法…太陽光発電3kWで年間約1.05t，家庭用燃料電池1台で年間約1.33tとして算定
平成24年度実績703.8t-CO2

-

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

4,011.0918.4

平成29年度

合　　計平成29年度

1,424.6

△2,586.4

平成27年度 平成28年度

△103.0

802.2 860.3

641.1
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○

・「仕組み」の「システム」の試行実施，
「試行実施」の結果の検証，問題点等
への対応

・｢部内｣での試行実施，検証に基づいた本格運用に向けた
システムの構築。
・部内メールマガジンによる情報提供数：６０件
・部内メールマガジン情報活用案件数：５件

・情報提供（共有）件数…
　７～１０月=２８件，１１～３月＝１３件　　合計　４１件。
　既存の職員ポータルシステムを活用した部内メールマガ
ジンの発信により，部内職員間の情報共有を実現すること
ができた。
　また，各課の関連した事業の進捗状況や市民・事業者の
ニーズの把握など，個々の職員の情報力の強化により，
「ふじさわ元気バザール事業」などをはじめ，様々な事業を
企画する上で，より効果的・効率的な事務執行に繋がった。

部内各課職員が関連した事業の進捗
状況や市民・事業者のニーズを把握す
ることで，より効率的・効果的な事務事
業計画の策定・実施に繋がっており，
部内メールマガジンを通して，職員間
の情報共有が定着したことにより，本
課題については一定の道筋がついたも
のと考えられるため，平成2７年度から
は，実行プラン個別課題からは除外す
る。

次年度課題

・組織内で情報共有化を図り運用している先進事例等につ
いての情報収集を行なった。
さらに，掲載情報，コンテンツ，運用方法等の具体的な内容
の検討を進め試行実施に向け，部内での「仕組み」の検討
を進めた。

成果実績

【実施期間　平成２５年～２９年】

　「経済・産業」に関する情報力の強化

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票

取組項目 成果目標

２．市民サービスの質的向上を図る改革

３．コスト意識の徹底を図る改革

平成26年度

次年度課題成果実績

課　題　名

　現在，本市を取り巻く厳しい経済状況に的確に対応していくためには，部内の「商業・工業・新産業・観光・農水産業・雇用・労働」等といった各種の経済・産業
施策の「連携・一体化」を図りながら取り組んでいくことが求められている。
　そのためには，各課が持っている「経済・産業」等に関する多岐にわたる情報(景気動向調査，アンケート調査，企業・事業所訪問，主催イベント，後援事業，
国・県等の制度等)が限られた範囲に留まっている状況を改善し，効果的に活用していく必要がある。

所　管　部 　経済部

課 題 番 号 (1)

  産業労働課・観光課・農業水産課

課 題 概 要
（取組前の状況）

関　係　課

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

取組項目

平成25年度

・情報提供数：１００件
・活用案件数：１０件（情報提供数の１０％）

新・行財政改革基本方針に
基づく3つの改革

※該当するものに ○ をつける（複数可）

取 組 概 要

　経済部内各課（職員）が有する「経済・産業」等に関する情報を職員一人ひとりが市民サービスの向上のための貴重な｢資源｣と認識し，分散化している各種情報を集約・共有
し，より効果的に活用するための部内の「仕組み」（職員ポータル等を活用した経済部内の双方型の電子掲示板等）を構築し，継続して運用してくことにより組織的な「情報力」
の強化を図る。また，各種事業の実施状況や年間スケジュール等を把握することで，事業の新規開始や見直し等の産業施策の策定に用いる。
〈具体的な取組〉
　・情報活用のための｢仕組み｣の検討，｢仕組み｣の試行運用のためのシステムの構築（平成２５年度）　・部内での試行実施，検証，修正（平成２６年度）
　・「仕組み」の本格実施（平成２７年度）　・「仕組み」の継続実施，拡充運用（庁内向け）の検討（平成２８年度）　・「仕組み」の継続実施，拡充運用（市民向け）の検討（平成２９
年度）

・「仕組み」の部内での試行実施，検証結果に基づく修正等
・部内職員向けメールマガジンの配信を試行実施し，各課イ
ベント等の情報収集・情報共有を進め，事業の新規開始や
見直し等に活用する。

次年度課題成果実績

成果目標
・情報活用のための「仕組み」づくりに向けたプロジェクトを
設置し，具体的な内容等を検討する。
・決定された「仕組み」の試行実施に向けた「システム」(ＩＴ
系)の構築に取り組む。

・「仕組み」の内容(掲載情報・コンテンツ，掲載方法，運用
方法，経費等)の策定
・「仕組み」の試行実施のためのシステムの構築

取組項目

平成27年度

成果目標
・「部内」での本格実施
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a'=見直し後の目標値 - ５件 １０件 １５件 ２０件

成果実績 次年度課題

平成29年度

次年度課題

指　標

｢仕組み｣づくりに向けた検討

｢部内｣での本格実施

実　施
スケジュール

「仕組み」の試行実施・検証

拡充運用の検討

a.目標値

c.目標との差 ３４件

３９件

４５件

実　績

- １５件

平成25年度

-

平成29年度

３４件

１０件 ２０件

５０件

付　　記

　指標の｢活用案件数｣は，「仕組み」のなかで情報提供された事案について，活用できた件数。
 ※平成２６年度の目標値は，上半期の試行実施（部内メールマガジンによる情報提供）の実績を基に目標値を設定。

平成27年度 平成28年度 合　　計 結　　果

部内における情
報活用案件数 b.実績値 -

-

平成28年度平成26年度平成25年度

「仕組み」のシステム(ＩＴ系)の
構築 先進事例等の情報収集

試行システムの策定

先進事例等の情報収集
プロジェクトの実施

実　績

メールマガジン配信の試行実施

実　績

平成26年度

計　画

実　績

計　画

実　績

計　画

計　画

成果目標

取組項目（予定）
・「部内」での継続実施
・拡充運用(市民向け)の検討

実　施　項　目

・「部内」での継続実施
・拡充運用（庁内向け）の検討

成果目標

・情報提供数：１５０件
・活用案件数１５件（情報提供数の１０％）
・拡充運用の方向性の決定

平成29年度

平成27年度

平成28年度

取組項目（予定）

・情報提供数：２００件
・活用案件数２０件（情報提供数の１０％）
・拡充運用の方向性の決定

成果実績

計　画

３９件
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付　　記

　

d.目標値

財政的効果

抑制効果額
e.実績値

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　　計
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○

○

取 組 概 要

次年度課題

課　題　名

イベント等の誘致を図るためのＰＲ手法
の検討

民間主導のイベントを1年度1事業誘致し，本市財政負担を
伴わない手法により観光誘客を図り，消費観光に繋げる。

①サーフィン発祥の地・鵠沼海岸で世界プロサーフィン大会
を中心としたイベントを引き続き誘致し，官民協働で主催す
る「湘南ＯＰＥＮ ２０１４」を7月19日～21日に開催した。地元
のカルチャー，フードコーナーへの出店など地域と連携した
イベントも実施した。
(入場者数：16,680人　経済効果：42,000千円）
会場では，シティプロモーションの一環として，イラストマッ
プ，イベントチラシ等を設置し藤沢ＰＲを実施した。
②本市を舞台にした映画「ホットロ－ド」の全国上映（8月）に
合わせ，映画宣伝キャンペ－ンの一環として『映画「ホットロ
－ド」のロケ地江の島に行こうキャンペ－ン』を実施。ロケ地
クイズラリ－・江の島訪問プレゼント（3,000名）ほか，誘客に
つながる事業を展開。事業費を映画会社，施設・人的提供
を観光協会等が負担。上映から2ヶ月半で江の島の前年同
期比で観光客数45万人増。経済効果約11億円を生み出
す。

【実施期間　平成２５年～２９年】

　民間主導によるイベント誘致からなる新たな観光誘客

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票

取組項目 成果目標

２．市民サービスの質的向上を図る改革

民間主導によるイベントの誘致

　本市の観光地である湘南海岸・江の島は，日本屈指の海浜観光地であり，その集客力や知名度から，新商品広告や企業ＰＲなど企業における広告宣伝効果は高く，モニタ
リングを含めた広告宣伝の場として注目されている。今後，民間主導によるイベントの誘致を積極的に受け入れ，その際，行政は主にイベント実施に必要な各種官公庁との事
前調整や地元調整などの支援を行い，可能な限り市の財政負担が生じない事業展開を図り，観光客数の増加に結び付ける。

次年度課題

観光客誘致だけでなく，イベントを活用
したシティプロモーションの効果的な手
法の検討

３．コスト意識の徹底を図る改革

成果実績

ムラサキスポーツ主催の世界プロサーフィン大会を中心と
したイベントを誘致し，官民協働で主催する「湘南ＯＰＥＮ ２
０１３」を7月8日～15日で開催した。(入場者数：18,588人  経
済効果：34,000千円）
「まち」と「サーフィン」が作る新たなイベントをテーマに，
サーフィン発祥の地・鵠沼海岸で湘南の新たな夏の風物詩
を目指したビーチイベントを実施した。

　現在，「藤沢市観光振興計画」に基づく「通年観光地化」の推進を図るため，官民連携による多様なイベントを年間を通じて多数実施し，毎年の年間観光客数
は着実に推移している。現行の多くのイベントは，市の負担金・補助金及び企業・団体の協賛金・負担金により運営されているが，現在の経済動向や社会状況
から，企業・団体に対しさらなる負担増を求めることは厳しい状況にある。

所　管　部 　経済部

課 題 番 号 (2)

課 題 概 要
（取組前の状況）

関　係　課 　観光課

次年度課題

取組項目
民間主導のイベントを1年度1事業誘致し，本市財政負担を
伴わない手法により観光誘客を図る。

成果実績

平成25年度

平成26年度

・民間主導によるイベントの誘致
・観光事業者等との連携を図りイベント等の情報収集
・イベントを活用したシティプロモーションの効果的な手法と
して，イベント事業者と調整し，会場内での藤沢PRの実施

成果目標

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

平成27年度

成果目標
・民間主導によるイベントの誘致
・観光事業者等との連携を図りイベント等の情報
　収集及び協力体制の発信
・フィルムコミッション事業による本市舞台の映像
　作品の誘致と支援を推進し，制作側との連携に
　より作品の宣伝イベント等，観光誘客に結びつく
　「仕掛けづくり」を展開する。

取組項目
民間主導のイベントを1年度5事業誘致し，本市財政負担を
伴わない手法により観光誘客を図り，消費観光に繋げる。

新・行財政改革基本方針に
基づく3つの改革

※該当するものに ○ をつける（複数可）

成果実績
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平成28年度平成26年度

本市財政負担を伴わない
民間主導のイベント誘致

平成27年度 平成29年度

合　　計 結　　果平成28年度平成27年度

成果目標 次年度課題
・民間主導によるイベントの誘致
・観光事業者等との連携を図りイベント等の情報
　収集及び協力体制の発信
・フィルムコミッション事業による本市舞台の映像
　作品の誘致と支援を推進し，制作側との連携に
　より作品の宣伝イベント等，観光誘客に結びつく
　「仕掛けづくり」を展開する。

a.目標値

d.目標値

財政的効果

c.目標との差

抑制効果額
e.実績値

平成26年度

付　　記

実施するイベントについては，件数より質や効果を重視し，近年の実績に基づき目標値を設定した。なお，ここでいうイベントとは，動員数千人以上または新聞等メディアへの掲載（Web版を含
む）を基準としている。

【平成24年度実績】　「湘南シェアフェスティバル２０１２」  復興支援としてアーティストや地元フラダンスのステージ及び地元事業者による物販などのイベントを実施した。（11月25日）

平成27年度 平成29年度 合　　計平成28年度平成25年度

1件

1件

1件

5件

1件

－ 5件

付　　記

民間主導による
イベントの誘致

件数

指　標

実　施
スケジュール

b.実績値

1件

2件

－

1件

次年度課題

成果実績

平成26年度 平成29年度

計　画

実　績

取組項目（予定）

成果実績
民間主導のイベントを1年度5事業誘致し，本市財政負担を
伴わない手法により観光誘客を図り，消費観光に繋げる。

成果目標

民間主導のイベントを1年度5事業誘致し，本市財政負担を
伴わない手法により観光誘客を図り，消費観光に繋げる。

平成29年度

平成25年度実　施　項　目

平成28年度

取組項目（予定）

0件

・民間主導によるイベントの誘致
・観光事業者等との連携を図りイベント等の情報
　収集及び協力体制の発信
・フィルムコミッション事業による本市舞台の映像
　作品の誘致と支援を推進し，制作側との連携に
　より作品の宣伝イベント等，観光誘客に結びつく
　「仕掛けづくり」を展開する。

2件

1件

平成25年度

a'=見直し後の目標値 5件

1件
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○

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

成果実績

次年度課題成果実績

成果目標
・平成２４年度に設置した３施設の試行運用の検証を行う
・駆け付け通報装置設置整備に向けた予算要求を行う

・検証結果に基づき，課題整理を行う
・平成２６年度予算確定

・約６か月の試行運用の中から課題を抽出
・時間外勤務手当の比較検証
・駆け付け通報装置設置整備に係る予算を確保した

取組項目（予定）

・勤務体制の見直しに関する検証を行い，諸課題の改善を
図る

成果実績

平成25年度

平成26年度

平成29年度 ・検証を継続し，課題の改善を図る

取組項目

平成27年度

次年度課題

成果実績

・検証を継続し，課題の改善を図る平成28年度 ・時間外勤務手当の削減額　１７，３４４千円

取組項目

成果目標

取 組 概 要

成果目標
・時間外勤務手当の削減額　１７，３４４千円

成果目標
・時間外勤務手当の削減額　１７，３４４千円

見張り勤務に代わる有効な方策として外部と指令室との直接通話が可能な機器（駆け付け通報装置）を設置することで，職員の勤務体制の見直しを行う。このことにより，人
的コストの低減及び職員の負担軽減を図る。

取組項目（予定） 次年度課題成果実績

【実施期間　平成２５年～２９年】

　勤務体制の見直し

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票

取組項目 成果目標

次年度課題

課　題　名

・８月１日に運用開始できるよう，駆け
付け通報装置設置に係る契約事務を
迅速に行う必要がある。

課 題 番 号 (1)

３．コスト意識の徹底を図る改革

　消防総務課

課 題 概 要
（取組前の状況）

関　係　課

南北消防署の本署及び各消防出張所においては，受付及び通信業務等のため職員１人が交替で見張り勤務に従事しているが，このことにより夜間及び規
定の時間を超える場合に時間外勤務手当が発生している。
　また，労務管理の観点からも，夜間勤務の負担軽減は，個々の職員や職場全体がより快適な方向に向かうための対策として取り組むべき課題である。

所　管　部 　消防局

２．市民サービスの質的向上を図る改革
新・行財政改革基本方針に

基づく3つの改革
※該当するものに ○ をつける（複数可）

・駆け付け通報装置の設置完了
・時間外勤務手当の削減額　１２，８９７千円

・駆け付け通報装置設置整備工事
・見張り勤務廃止に伴う新しい勤務体制に合わせた職員研
修を実施
・ＨＰや広報ふじさわを活用し，駆け付け通報装置の利用方
法など市民へ周知
・見張り勤務の廃止

・駆け付け通報装置等整備工事完了。
・見張り勤務の廃止を９月１日から実施。市民及び職員に対
して事前の周知徹底を図ったため，３月末時点で苦情等が
一切なかった。
・時間外勤務手当の削減額１２，９８１千円

・駆け付け通報装置を設置し勤務体制
の見直しが実現できたことから，平成
27年度からは，実行プラン個別課題か
らは除外する。なお，見直しの効果額
については次年度以降も測定を行う。

次年度課題
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3,641千円 12,981千円

合　　計

17,344千円

平成27年度

68,737千円

結　　果平成29年度

設置完了（８月下旬）

17,344千円

平成26年度

実　績

駆け付け通報装置設置整
備の予算要求

駆け付け通報装置の設置
実　績

実　施　項　目 平成25年度 平成26年度

実　施
スケジュール

計　画

計　画

平成28年度

計　画

c.目標との差 84千円

駆け付け通報装置を設置し，見張り勤務を廃止することで削減できる人的コスト（効果値）を算出する。
【平成24年度の実績，状況等】
①平成23年度の夜間における見張り勤務に要した経費（時間外勤務手当）約18,000千円を，勤務体制を見直すことで削減できるであろう年間削減額とした。
②平成25年度からの試行運用に向けて，3署所に駆け付け通報装置を設置。
【平成25年度】
試行運用を5月1日から開始。★実績値にあっては11か月間の実績（平成25年5月1日から平成26年3月31日まで）
【平成26年度以降の目標値】
・平成26年度・・・運用開始を8月1日としているため，年間削減額にあっては，1,334千円（4月から7月まで（試行運用の3署所分））＋11,563千円（8月から翌年3月まで（13署所
分）＝12,897千円。
・平成27年度以降・・・6か月の試行運用から平成27年度以降の年間削減額を算出。（111,177円（1か月1署所平均削減額）×13署所×12か月≒17,344千円）
【平成26年度実績値】
※試行運用で抽出された課題等を解消するため駆け付け通報装置に附帯設備を増設したことに伴い，仕様変更及び設置工事延長が生じたため運用開始が9月1日となった。
・年度実績・・・（3署所（4月～8月（5か月分））＋全署所13署所分7か月分（9月～3月）=12,981千円

付　　記

17,344千円

△52,115千円

16,622千円

運用開始（９月１日）

試行運用及び予算要求

平成28年度

b.実績値

指　標

勤務体制見直
しによる効果

12,897千円

△167千円

実　績

a.目標値

見張り勤務の廃止

3,808千円

平成25年度

平成29年度平成27年度
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駆け付け通報装置に係るコストを踏まえて費用対効果を検証する。
・駆け付け通報装置に係るコスト（予算ベース）・・・29,160千円（6年リース契約）※年間リース料4,860千円，1か月リース料405千円
【平成25年度】
指標（勤務体制見直しによる効果）と同じ。
【平成26年度以降の目標値】
・運用開始を8月1日とした削減できる人件費・・・1,334千円（4月から7月まで（試行運用の3署所分））＋11,563千円（8月から翌年3月まで（13署
所分）)＝12,897千円
・駆け付け通報装置に係るコスト（予算ベース）・・・405千円（1か月）×8か月＝3,240千円
・平成26年度の全体抑制額・・・12,897千円（削減できる人件費）－3,240千円（機器設置費用（8か月リース料））＝9,657千円。
・平成27年度以降の全体抑制額・・・17,344千円（削減できる人件費）－4,860千円（器機設置費用（年間リース料））＝12,484千円。
【平成26年度実績値】
・実績・・・12,981千円（削減した人件費）－2,639千円（駆け付け通報装置に係るコスト（377千円（１か月）×７か月）＝10,342千円
※駆け付け通報装置リース契約実費・・・総額27,177,120円，1か月リース料約377千円

付　　記

12,484千円

平成25年度

50,917千円12,484千円

平成29年度 合　　計

12,484千円

平成27年度 平成28年度

e.実績値

3,808千円

平成26年度

9,657千円

10,342千円

d.目標値

財政的効果

抑制効果額
13,983千円3,641千円
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○

平成26年度

・救急ワークステーション運用による研修効果の実現
・救急救命士以外の救急隊員を含めた全救急隊員の能力
向上
・高度な救急医療が提供された成果の実現
・救急隊当直員の確保に実績を残す

成果実績

成果目標 成果実績

　消防局

２．市民サービスの質的向上を図る改革

次年度課題
・救急救命士以外の救急隊員に対する計画的な研修の実
施
・医師同乗出動の判断基準となるキーワードの検証を実施
・同乗医師と救急隊員との合同訓練の実施
・病院実習者を当直員として有効に活用する

・救急ワークステーション運用による研修効果の実現
・救急救命士以外の救急隊員を含めた全救急隊員の能力
向上
・高度な救急医療が提供された成果の実現
・救急隊当直員の確保に実績を残す

【実施期間　平成２５年～２９年】

　救急ワークステーション活用による市民サービスの向上

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票

取組項目 成果目標

課　題　名

・救急救命士には，２年間で９６時間以上の病院実習が課せられており，救急救命士の増加にともなって，病院実習を行う救急救命士も増加し，今後当直員の確保が困難と
なる。
・救急救命士が救命処置を行うには一定の条件が定められており，現在の条件では，救命率の向上に限界がある。

所　管　部

３．コスト意識の徹底を図る改革

・救急救命士以外の救急隊員に対する計画的な研修の実
施
・医師同乗出動の判断基準となるキーワードの検証を実施
・同乗医師と救急隊員との合同訓練の実施
・病院実習者を当直員として有効に活用する

・救急救命士以外の救急隊員に対して教育研修を実施した
　ことで,能力の向上が図れた。
・キーワードの見直しを行ったことで，医師同乗出動件数が
増加し，運用効果の増大が図れた。１８５件出動した。
・病院実習者を有効に活用し，当直員の確保に貢献した。２
６人が１５６当直した。

・救急ワークステーションの運用開始か
ら２年目を迎え，当直隊員の確保や研
修体制の構築ができたこと，また，医師
同乗出動も順調に運用できていること
から，事業の方向性としては一定の道
筋がついたものと判断し，平成２７年度
からは，実行プラン個別課題からは除
外する。

・救急ワークステーションを運用開始した
・医師同乗出動基準を作成した
・市民病院との協定書を締結した
・出動時における医師からの助言や，出動後に行う医師と
の合同検証が，救急救命士の能力向上に寄与した
・医師同乗出動件数　８８件
・救急ＷＳでの再教育病院実習人数　２１人

次年度課題

課 題 番 号 (2)

課 題 概 要
（取組前の状況）

関　係　課 　救急救命課

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革
新・行財政改革基本方針に

基づく3つの改革
※該当するものに ○ をつける（複数可）

取組項目

平成27年度

取 組 概 要

平成25年度

成果目標
・救急ワークステーション運用開始に向けた準備
・医師同乗出動に向けた市民病院との調整
・運用開始に向けた医師と救急隊員との合同訓練の実施

・救急ワークステーションを運用開始する
・医師同乗出動基準の作成
・市民病院との協定書の締結
・救急救命士以外の救急隊員を含めた全救急隊員の能力
向上

取組項目 次年度課題成果実績
・救急救命士以外の救急隊員の能力
向上
・適切な医師同乗出動を実施するため
の，判断基準の見直し
・全ての救急隊員が，同乗した医師に
対し適切なサポートを行えなければな
らない
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実　績 126当直 156当直

当直員確保への貢献
（救急ＷＳでの再教育病院実
習）

計　画

成果実績

次年度課題成果実績

取組項目（予定） 成果目標

取組項目（予定）

次年度課題
・救急ワークステーション運用による研修効果の実現
・救急救命士以外の救急隊員を含めた全救急隊員の能力
向上
・高度な救急医療が提供された成果の実現
・救急隊当直員の確保に実績を残す

平成29年度平成28年度

平成28年度

平成27年度

・b  市民病院の医師が同乗し傷病者に対して効果があった，又は救急隊員の資質向上につながった事案の件数。
救急ワークステーションは平成２５年８月に運用を開始した。

救急救命士の能力向上が図ら
れた

計　画

１８５件

合　　計平成29年度平成27年度

救命率の向上
（医師同乗出動）

実　施
スケジュール

88件

運用開始

救急隊員の能力向上

実　施　項　目

運用方針検討・決定

計　画

・救急救命士以外の救急隊員に対する計画的な研修の実
施
・医師同乗出動の判断基準となるキーワードの検証を実施
・同乗医師と救急隊員との合同訓練の実施
・病院実習者を当直員として有効に活用する

・救急ワークステーション運用による研修効果の実現
・救急救命士以外の救急隊員を含めた全救急隊員の能力
向上
・高度な救急医療が提供された成果の実現
・救急隊当直員の確保に実績を残す

成果目標

平成28年度

付　　記

a.現状値

c.効果値

b.実績値 ２７３件

結　　果

実　績

平成26年度平成25年度

185件

平成26年度

運用方針を決定した

WS運用による
効果

（有効事案）

実　績

８８件

指　標

実　績

計　画

実　績

計　画

平成25年度

平成29年度

・救急救命士以外の救急隊員に対する計画的な研修の実
施
・医師同乗出動の判断基準となるキーワードの検証を実施
・同乗医師と救急隊員との合同訓練の実施
・病院実習者を当直員として有効に活用する

運用を開始した 実施

救急救命士以外の救急隊員に
対しても研修を実施
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付　　記

・a　藤沢市民病院での再教育病院実習予定人数。
・b  藤沢市民病院での再教育病院実習人数。
　　（救急ワークステーションは平成２５年８月に運用を開始したため，４月から７月の間は従来の方法で６人が病院実習を行った。）
・ｃ　救急隊当直員の確保に貢献した当直数。（１実習は６当直，b×６＝c）
※平成２６年度から指標として追加

c.効果値 １２６当直 １５６当直

b.実績値 ２１人 ２６人

平成27年度 平成28年度 平成29年度

２６人 ２６人

結　　果

WS運用による
効果

（当直員確保）

a.目標値 － ２６人 １０４人

４７人

２６人

平成29年度

合　　計

平成26年度 平成27年度 平成28年度

指　標 平成25年度 平成26年度

２８２当直

付　　記

　

d.目標値

財政的効果

抑制効果額

合　　計平成25年度

e.実績値
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○

平成25年度

　藤沢市立学校教職員の不祥事の防止

平成26年度

成果実績

課　題　名

所　管　部

取組項目 成果目標

２．市民サービスの質的向上を図る改革

３．コスト意識の徹底を図る改革

【実施期間　平成２５年～２９年】

　藤沢市立学校教職員の不祥事防止に向けて，各種研修会を開催するとともに，市政運営の基本方針「法とモラルを守る藤沢」に基づき，藤沢市立学校教職員服務
規程を作成し，周知の徹底を図り，藤沢市立学校教職員の規範意識を高める必要がある。

　教育部

課 題 番 号 (1)

　学務保健課・関係各課

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票

課 題 概 要
（取組前の状況）

関　係　課

成果実績 次年度課題

新・行財政改革基本方針に
基づく3つの改革

※該当するものに ○ をつける（複数可）

取組項目 成果目標
・学務保健課が服務規程の原案を作成
・原案をもとに関係各課と調整
・学校運営研修会，事故防止研修会について内容の検
討
・臨時的任用職員・非常勤講師に対する研修の検討

・市教委としての原案作成
・学校運営研修会，事故防止研修会について検討した内容
にて実施。
・臨時的任用職員・非常勤講師に対する服務研修会につい
て，対象，時期，内容について検討する

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

取 組 概 要

　藤沢市立学校教職員の法令遵守の徹底とモラル向上，個人情報の保護の徹底を図るため，藤沢市立学校教職員服務規程を作成し，全教職員に周知する。また，学校運営研修会や事故防止研修
会の内容の検討，臨時的任用職員，非常勤講師に対する服務研修の検討。
<具体的な取組>
服務規程
　１．学務保健課が原案を作成し，関係各課と協議し，関係団体の意見も参考にしながら作成を進めていく。(平成25年度，26年度）
　２．全教職員に配布し周知する。(平成27年度）
　３．課題について検討し，修正を行っていく。(平成27年度･28年度･29年度）
研修
  １．現在行われている学校運営研修会，事故防止研修会について内容の検討，修正を行う。（平成25年度・26年度・27年度・28年度・29年度）
　２．臨時的任用職員，非常勤講師に対する服務研修会の内容の検討を行う。

・原案の元となる素案を作成し，法務課に内容確認依頼。
検討委員会内で協議し原案を作成した。
・喫緊の課題として，体罰調査の結果をふまえ，体罰に関
する事例を中心とした内容にて事故防止研修会を，また，
市内で起こった事故の事例を中心に取り上げ，学校運営
研修会を夏季休業中に開催した。
・初めて任用される臨時的任用職員を対象に不祥事防止
を中心とした内容の事故防止研修会を7月2日，12月26日
に開催した。

次年度課題

・教職員の綱紀保持の意識を高めるため，藤沢市立学校教
職員服務規程を作成する。
・児童生徒の人権に配慮し，昨年度の課題であった体罰案
件をなくすため，学校運営研修会，事故防止研修会，臨時的
任用職員・非常勤講師に対する服務研修会について体罰防
止を中心とした内容にて実施し，意識を高める。

・市教委の原案をもとに関係団体の意見聴取，修正
・学校運営研修会，事故防止研修会，臨時的任用職員・
非常勤講師に対する研修会について，引き続き昨年度
の喫緊の課題であった体罰防止に関する事例を中心に
内容を検討し，実施する。

・検討委員会にて藤沢市立学校教職員服務規程について
検討し，法務課と服務規程の内容確認を行い，１１月の教
育委員会定例会に議案として提出し，制定した。
・本務者２２０名を対象に，学校運営研修会，事故防止研
修会を実施し，初めて任用される臨時的任用職員を対象
に事故防止研修会を実施した。また，各学校で行われる事
故防止会議のために各種資料の提供を行った。このことに
より，教職員の意識が高まり，体罰に関する報告書の提出
は無かった。

・勤務時間外の飲酒に関わる案件
が多発したので，飲酒も含め，勤
務時間外における教職員の綱紀
保持に努めること。
・交通事故の件数が増加したの
で，交通事故防止の取り組みにも
努めること。
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次年度課題

成果実績

平成29年度平成28年度

計　画

実　績

・喫緊の課題，事例等をふま
えた内容にて学校運営研修
会，事故防止研修会を実施。
・臨時的任用職員事故防止研
修会を実施。

・喫緊の課題，事例等をふまえ
た内容にて学校運営研修会，事
故防止研修会を実施。
・臨時的任用職員事故防止研修
会を実施。

計　画

成果目標

計　画

実　績

実　績

計　画

計　画

実　施
スケジュール

・服務規程印刷，配布
・身分証明書発行
・服務規程の見直し

実　績

平成27年度

・学校運営研修，事故防止研
修，臨時的任用職員，非常勤
講師に対する研修についての
内容の検討。

・藤沢市立学校教職員服務規
程作成
・校長，教職員への周知

成果実績

次年度課題

次年度課題

成果実績

平成28年度

取組項目（予定）
・服務規程の見直し
・学校運営研修会，不祥事防止研修会，臨時的任用職
員事故防止研修会についての内容の検討
・新任校長・教頭研修会にて服務規程に関する研修を
行う

・修正点があれば改正
・学校運営研修会，不祥事防止研修会，臨時的任用職員事
故防止研修会について検討した内容にて実施。
・新任校長，新任教頭に服務規程に関して熟知してもらう。

成果目標

平成29年度

取組項目（予定）
・服務規程の見直し
・学校運営研修会，不祥事防止研修会，臨時的任用職
員事故防止研修会についての内容の検討
・新任校長・教頭研修会にて服務規程に関する研修を
行う

・服務規程原案作成

実　績

素案作成，法務課へ内容確認
依頼

実　施　項　目 平成25年度

成果目標
・藤沢市立学校教職員全員に服務規程を周知し，規範
意識を高める。
・学校運営研修会，不祥事防止研修会，臨時的任用職
員事故防止研修会についての内容の検討
・校長会，教頭会にて服務規程の教職員への周知の徹
底を依頼する。

・服務規程を印刷，配布し，教職員への周知を図り，規範意
識を高める。
・学校運営研修会，不祥事防止研修会，臨時的任用職員事
故防止研修会について検討した内容にて実施し，喫緊の課
題に対する意識を高める。。
・校長，教頭に服務規程に関して熟知してもらうとともに，教
職員への周知の徹底を図る。

取組項目

・修正点があれば改正
・学校運営研修会，不祥事防止研修会，臨時的任用職員事
故防止研修会について検討した内容にて実施。
・新任校長，新任教頭に服務規程に関して熟知してもらう。

・検討委員会にて検討し，法務
課より内容確認。
・教育委員会協議会・定例会に
提出し，決定。

平成27年度

平成26年度
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合　　計 結　　果

付　　記

a.目標値

d.目標値

財政的効果

平成25年度

b.実績値

０件 －０件

指　標

抑制効果額

平成２４年度・・２1件
件数については平成２６年度より，県教委へ事故報告書を提出した年月日ではなく，事故の発生した年月日によりカウントする。

e.実績値

付　　記

県教委へ提出
した事故報告書

の件数

０件

平成26年度 平成29年度平成27年度 平成28年度

１９件

０件

平成29年度 合　　計平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

０件

１４件
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○

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票 【実施期間　平成２５年～２９年】

課　題　名 　いじめや不登校等，様々な悩みを抱える児童生徒への相談体制の充実 課 題 番 号 (2)

・平成24年度のスクールカウンセラーが対応した年々著し
い増加傾向にある相談件数や相談内容をまとめ，学校規模
に応じた配置や相談体制等について課題整理を行った。
・子ども青少年部，福祉部との3部の連絡会議を実施し，方
向性を固めた。
・いじめ防止対策担当を新設し，いじめ防止対策として8月
からいじめ相談ホットライン及びいじめ相談メールの対応を
開始した。

・相談内容の複雑化・多様化，相談件
数の増加のため，スクールカウンセ
ラーの増員。
・いじめ防止に係るきめ細やかな相談
体制の整備。
・各部の抱える問題と，関係法令の改
正の情報の共有化。
・相談ホットライン，相談メールの運用
の改善。

所　管　部 　教育部 関　係　課 　教育指導課

課 題 概 要
（取組前の状況）

  教育指導課では，いじめや不登校等の悩みに対応するべく総合的な教育相談機能の充実を図ってきた。現在，市スクールカウンセラー18人を市立全小中学
校に週1日ずつ配置している。近年，児童生徒や保護者の相談ニーズが多様化するとともに，相談件数も増加し，現在の配置日数では，きめ細かな対応が十分
にできない状況にある。また，いじめ問題に対しては，早期発見・早期対応に努めているところであるが，いじめ防止対策とともに今後更なる充実が求められて
いる。児童生徒が安心して充実した学校生活を送るためにも，今後も丁寧な相談を実施していくことが大切であり，児童生徒，保護者がいじめをはじめとする
様々な悩みを気軽に相談できる体制の一層の充実が必要である。

新・行財政改革基本方針に
基づく3つの改革

※該当するものに ○ をつける（複数可）

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

２．市民サービスの質的向上を図る改革

３．コスト意識の徹底を図る改革

取 組 概 要

　児童生徒や保護者の相談ニーズに早期に適切に応じることができるよう，学校規模や相談ニーズ等を勘案したスクールカウンセラーの配置やスクールソーシャルワーカーの派遣について検
討するとともに，学校での相談体制の充実と学校教育相談センターにおける相談機能の充実を図る。さらに，いじめ防止対策についてはあらたに特化して担当を設け充実を図っていく。
【取組項目】
・小学校配置の市スクールカウンセラーの8人増員及び学校規模等に応じた適正配置　　　　　　・相談支援教室での不登校児童生徒への集団適応指導及び保護者相談の充実
・スクールソーシャルワーカーの1人増員　　　 　　　・子ども青少年部，福祉部等関係機関との連携　　　　　　・いじめ防止対策担当の新設

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・スクールカウンセラーの相談件数・相談内容の把握
・相談支援教室での不登校児童生徒及び保護者相談内容
の把握
・いじめ防止対策担当の新設及び対策の見直し
・子ども青少年部，福祉部との連絡会議
・関係機関との連携

・スクールカウンセラーの相談件数と内容を分析する
・いじめ防止対策の実施として，いじめ防止対策担当を新設
し，いじめ相談ホットライン及びいじめ相談メールの対応の開
始
・子ども青少年部・福祉部との定期的な連絡会議の実施

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・スクールカウンセラーの配置や相談体制づくりについての
検討
・スクールソーシャルワーカーの対応内容の把握及び配置
についての検討
・いじめ防止対策連絡協議会の設置，及びいじめ防止条例
の検討・策定
・子ども青少年部・福祉部との連絡会議，及び相談体制の
連携強化に向けた検討

・学校教育相談センターにおける相談体制の充実
・いじめ防止対策担当スクールカウンセラーによる全小中学
校の巡回相談と教職員への研修を実施
・いじめ防止対策の充実
・庁内相談体制の連携強化

・学校教育相談センターにおける相談体制を見直すことで，
柔軟な対応が可能になり，スピーディーに対応できるように
なった。
・いじめ防止対策担当スクールカウンセラーによる学校巡
回を全校実施，及び教職員への研修会7回実施により，教
職員の意識を高めることができた。
・いじめ防止対策連絡協議会におけるいじめ防止条例策定
に向けた検討協議を行い、「藤沢市子どもをいじめから守る
条例」を策定した。
・庁内相談体制連携強化に向け，3部の連絡会議を実施し，
方向性を定めた。

・相談内容の複雑化・多様化，相談件
数の増加のため，スクールカウンセ
ラー及び配置日数の増加が必要。
・「藤沢市子どもをいじめから守る条例」
の周知及び教職員の研修。
・福祉的な支援が必要な相談件数の増
加により、現在のスクールソーシャル
ワーカー１名では対応が不十分。
・3部の連絡会議で定めた方向性に基
づき、具体的な内容の検討。
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平成27年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・小学校へのスクールカウンセラーの配置体制の充実
・福祉的な支援を必要とする相談への対応の充実
・いじめ防止対策の充実
・子ども青少年部・福祉部との連絡会議，及び相談体制の
連携強化に向けた検討

・スクールカウンセラーを2人増員し、小学校への週1.5日以上
配置校を13校にすることによる相談体制の充実
・スクールソーシャルワーカーを１人増員し、関係機関との連
携による福祉的支援を必要とするケースの早期対応の実施
・いじめ防止対策の充実
・子ども青少年部・福祉部との定期的な連絡会議の実施

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・全小中学校へのスクールカウンセラーの配置体制の充実
・相談支援教室での不登校児童生徒への集団適応指導及
び保護者相談の充実
・いじめ防止対策の充実
・子ども青少年部・福祉部との連絡会議，及び相談体制の
連携強化に向けた検討

・スクールカウンセラーを4人増員し、小学校への週1.5日以上
配置校を全35校にすることによる相談体制の充実
・相談支援教室での不登校児童生徒への集団適応指導及び
保護者相談の充実
・いじめ防止対策の充実
・子ども青少年部・福祉部との定期的な連絡会議の実施

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・相談支援教室での不登校児童生徒への集団適応指導及
び保護者相談の充実
・いじめ防止対策の充実
・子ども青少年部・福祉部との連絡会議

・スクールカウンセラーによる相談体制の充実
・相談支援教室での不登校児童生徒への集団適応指導及び
保護者相談の充実
・いじめ防止対策の充実
・子ども青少年部・福祉部との定期的な連絡会議の実施

実　施
スケジュール

きめ細やかな相談を行うため
のスクールカウンセラー増員

計　画

実　施　項　目

実　績

庁内相談体制の連携強化に
向けた検討

計　画

実　績

平成28年度 平成29年度平成25年度 平成26年度 平成27年度

実　績
対応ケース数の増加に伴い，内容
等の分析を行い，1名増員が必要と
判断した。

いじめ防止対策担当スクールカウ
ンセラーによる学校巡回，教職員
への研修会実施により，教職員の
意識を高めることができた。いじ
め防止対策連絡協議会の実施によ
りいじめ防止条例を策定した。

福祉的な支援が必要な相談
の充実に向けたスクールソー
シャルワーカー増員

計　画

実　績

早期発見・早期対応に向けた
いじめ防止対策の充実

計　画

いじめ防止対策担当の新設
いじめ相談ホットライン，いじめ
相談メールの対応開始

今後の相談の連携について，子ど
も青少年部と教育部で協議を行
い，方向性を固めた

今後の相談の連携強化に向けて，
子ども青少年部と教育部での協議
に加え，福祉部とも協議を図り検
討をし，方向性を定めた。

学校教育相談センターにおける相
談体制を見直し，柔軟な対応が可
能になり，スピーディに対応でき
るようになった。
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付　　記

・不登校の定義は，年間30日以上の欠席した児童生徒のうち，病気や経済的な理由を除き，何らかの心理的，情緒的，身体的あるいは社会的要因・背景により，児童生徒が登校しないあるい
はしたくともできない状況にある者。
・平成24年度末の児童生徒の不登校率は0.95％

c.目標との差 △0.18％ △0.38%

b.実績値 1.12％ 1.31%

合　　計 結　　果

児童生徒の
不登校率

a.目標値 0.94％ 0.93％ 0.92％ 0.91％ 0.90％

指　標 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

付　　記

・小学校には市スクールカウンセラーの配置が週1日となっているが，児童数の多い小学校が多く，低年齢時に早期に対応できることが二次的な課題やトラブルの予防になることもあり，
　小学校全35校に週1.5日以上の配置を行うことで，学校における相談体制の充実を図る。
　（1.5日以上配置校のうち，大規模小学校には週2日の配置を行うこととし，　H27年度は13校中5校（児童数1000人以上），H28・29年度は35校中10校（児童数約750人以上）を2日配置として計
画する。）
※平成26年度から指標追加

c.目標との差 － 0校

b.実績値 5校 6校

合　　計 結　　果

小学校への市
ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ
週１．５日以上

配置校数

a.目標値 － 6校 13校 35校 35校

指　標 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

指　標 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　　計 結　　果

25,470回 27,750回 117,840回32,310回

b.実績値 （参考）26,442回

a.目標値 －

財政的効果 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　　計

付　　記

・相談延べ回数は，市スクールカウンセラーの学校での相談，及び学校教育相談センターでの電話相談・来所相談の合計延べ回数。
・目標値の定め方　　学校での相談　　…　10回（1日の対応回数）×38日（週1日配置の年間学校派遣日数）×3校（市SC1人の担当校数）×18人（市SCの人数：平成26年度現在）
　　　　　　　　　　　　　電話相談・来所相談　…  5回（1日の対応回数）×165日（相談対応できる年間日数）×6人（市SCの人数：平成26年度現在）
・相談体制の充実とは，どのようなことでも気軽に相談できることや，一人のケースについて何度も丁寧に相談を重ねていくこと等を大切に目指していくため，相談延べ回数は増加していくこと
が望ましいと考える。
※平成26年度から指標追加

c.目標との差 －

市ｽｸｰﾙｶｳﾝｾ
ﾗｰの年間相談

延べ回数

28,384回

2,914回

28,384回

2,914回

32,310回

抑制効果額
d.目標値

付　　記

e.実績値
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○

平成26年度

・施設・設備の老朽化等の把握
・修繕箇所の優先順位付け

・公共施設再整備基本方針に基づく，学校施設再整備計画
基本方針の検討・策定

・老朽化等の状況を把握するため，学校ヒアリングを全校実
施し，優先順位を付けて緊急度の高いものから修繕を実施
した。

【実施期間　平成２５年～２９年】

　学校施設の効率的な維持管理

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票

取組項目 成果目標

３．コスト意識の徹底を図る改革

成果実績

課　題　名

　施設の老朽化等に伴う経費は年々増加していくため，計画的に施設・設備を改修する。また，限られた財源で効率的に維持修繕を行っていくことが必要であ
る。

所　管　部 　教育部

(3)

　学校施設課

課 題 概 要
（取組前の状況）

関　係　課

課 題 番 号

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革
新・行財政改革基本方針に

基づく3つの改革
※該当するものに ○ をつける（複数可）

平成27年度からは，平成26年度末に策
定した「藤沢市立学校施設再整備基本
方針」に基づき事業執行及び進捗管理
を行うため，実行プラン個別課題から
は除外する。

取 組 概 要

施設改修，設備の更新・改修工事を計画的に実施し，事後対応型から予防保全型の修繕へ徐々に移行することで，向上型修繕の割合を増加させる。
毎年多額の維持型修繕費を要する修繕内容の対応策として，①設備・機器の改修やオーバーホール，② 外壁及び屋上防水改修工事を実施する。
各施設の状況を把握し，修繕箇所の優先順位付けを行うとともに修繕方法を工夫することで，維持修繕費を効率的に執行する。
学校施設再整備計画の策定に際し，老朽解消のための改築・大規模改修等と並行して，施設の環境改善・維持及び設備・機器等の更新・改修等の項目を柱立てし，計画的かつ効率的な維
持管理を目指す。
※向上型修繕：施設・設備の老朽化による不具合や故障への緊急対応，施設の現状維持や現状復旧に係る維持型修繕に対し，主に学校要望に基づく環境改善・向上，機能向上などを目的
とした修繕

平成25年度

・教育振興基本計画に基づく計画的な施設，設備の改修
・施設の老朽化等の把握
・学校ごとの維持修繕費の把握
・修繕箇所の優先順位付け

・向上型修繕の目標値7%に対し8%の実績となった。
・地域の元気交付金や特定防衛補助を活用し，各種予定の
改修工事を実施した。
・一部の改修工事については，学校，保護者からの要望が
強いトイレ改修や空調設備設置等を優先したため，実施で
きないものもあった。
・学校ヒアリングを全校実施し，修繕対応できるものは現計
予算での対応を図った。
・平成24年度から過去5年間の修繕費履歴を整理した。
・優先順位を付けて，緊急度の高い箇所から修繕を行っ
た。

特定財源を活用し実施する改修工事
は計画どおり実施できているが，市単
独費での実施となる改修工事は一部に
ついて実施できないものも想定され，維
持型修繕をどの程度抑制できるかが課
題となる。

取組項目 成果実績

２．市民サービスの質的向上を図る改革

成果目標
・計画している設備機器の改修工事を実施する。
・外壁等改修工事を実施する。

上記工事の実施により，維持型修繕の抑制を図り，向上型
修繕の割合を増加させる。

次年度課題

次年度課題
・放送設備の更新をリース対応に変更し，小中学校各１校
で実施した。
・取組項目の各種改修工事を実施したが，トイレ改修や非
構造部材の耐震化も優先して実施していることから，一部
の設備改修が実施できなかった。
・保守点検結果に基づいた早めの部品交換等修繕を実施
し，設備等の保全を図った。

・再整備計画の基本的な考え方をまとめ，「藤沢市立学校
施設再整備基本方針」を策定した。

・計画している設備機器の改修，外壁等改修工事を実施
し，修繕原因の根本的な改善を図ることで維持型修繕費の
抑制を図る。
・設備等保守点検結果に基づく予防保全型修繕を実施し，
不具合を未然に防止することで維持型修繕費の抑制を図
る。
上記取組の実施により，維持型修繕の抑制を図り，向上型
修繕の割合を増加させる。

・施設設備の状況把握により修繕箇所の優先順位付けや
修繕方法の工夫をすることで効率的な執行を図る。

・施設・設備の維持・更新等を含んだ再整備計画の基本的
な考え方を整理し，年度内に基本方針を策定する。

・教育振興基本計画に基づく計画的な施設，設備の改修
・設備等保守点検結果に基づく予防保全型修繕の実施
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次年度課題

成果実績

成果実績

平成29年度

実　施　項　目 平成29年度平成28年度

計　画

平成27年度平成26年度

学校ヒアリングは全校実施済み。
年間を通じ，状態把握に努めた。

学校ヒアリングや現場調査によ
り，老朽化等の把握に努めた。

教育振興基本計画に基づく
計画的な施設，設備の改修

非構造部材の改修を優先して実施
していることなどから，単独費で
の実施が必要な一部改修工事が実
施できなかった。

概ね実施できたが，学校や保護者
からの要望が強い他の工事を優先
した状況もあり，一部実施できな
い工事があった。

実　績

成果目標

実　施
スケジュール

次年度課題取組項目

・施設設備の状況把握により修繕箇所の優先順位付けや
修繕方法の工夫をすることで効率的な執行を図る。

・施設・設備の老朽化等の把握
・修繕箇所の優先順位付け

・施設設備の状況把握により修繕箇所の優先順位付けや
修繕方法の工夫をすることで効率的な執行を図る。

取組項目（予定）

平成27年度

平成28年度

取組項目（予定） 次年度課題

・施設・設備の老朽化等の把握
・修繕箇所の優先順位付け

・教育振興基本計画に基づく計画的な施設，設備の改修
・設備等保守点検結果に基づく予防保全型修繕の実施

・計画している設備機器の改修，外壁等改修工事を実施
し，修繕原因の根本的な改善を図ることで維持型修繕費の
抑制を図る。
・設備等保守点検結果に基づく予防保全型修繕を実施し，
不具合を未然に防止することで維持型修繕費の抑制を図
る。
上記取組の実施により，維持型修繕の抑制を図り，向上型
修繕の割合を増加させる。

成果目標 成果実績

・学校施設再整備計画実施計画の策定 ・施設・設備改修等の項目の柱を含んだ学校施設再整備計
画の実施計画を策定する。

・再整備計画に基づく施設，設備の計画的な改修
・設備等保守点検結果に基づく予防保全型修繕の実施

・再整備計画に基づく施設・設備改修等工事を実施し，修繕
原因の根本的な改善を図ることで維持型修繕費の抑制を
図る。
・設備等保守点検結果に基づく予防保全型修繕を実施し，
不具合を未然に防止することで維持型修繕費の抑制を図
る。
上記取組の実施により，維持型修繕の抑制を図り，向上型
修繕の割合を増加させる。

成果目標

・再整備計画に基づく施設，設備の計画的な改修
・設備等保守点検結果に基づく予防保全型修繕の実施

・再整備計画に基づく施設・設備改修等工事を実施し，修繕
原因の根本的な改善を図ることで維持型修繕費の抑制を
図る。
・設備等保守点検結果に基づく予防保全型修繕を実施し，
不具合を未然に防止することで維持型修繕費の抑制を図
る。
上記取組の実施により，維持型修繕の抑制を図り，向上型
修繕の割合を増加させる。

・施設・設備の老朽化等の把握
・修繕箇所の優先順位付け

・施設設備の状況把握により修繕箇所の優先順位付けや
修繕方法の工夫をすることで効率的な執行を図る。

平成25年度

施設・設備の老朽化等の把
握

実　績

計　画
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再整備の基本的な考え方を整理
し，学校施設再整備基本方針を策
定した。

優先順位を付けて，緊急度の
高い箇所から修繕を行った。

実　績

11％

平成29年度 合　　計平成27年度

合　　計

結　　果

平成29年度

10％

修繕の優先度を考慮し，緊急度の
高い箇所から修繕実施した。

保守点検結果に基づき，できる限
り早期修繕対応を実施した。

修繕箇所の優先順位付け

計　画

計　画

計　画

実　績

設備等保守点検結果に基
づく予防保全型修繕の実施

実　績

付　　記

a.目標値 7％

e.実績値

9％

平成25年度 平成26年度 平成28年度

平成28年度

10％8％

1％

d.目標値

財政的効果

c.目標との差 2％

抑制効果額

修繕全体に占める向上型修繕の割合（件数）を指標とする。
目標値については，平成24年度の向上型修繕の実績割合6％から毎年度1％の増加とする。
維持型修繕を抑えることで，学校要望に基づく向上型修繕の割合を増加させていくことができる。
※平成25年度の取組状況や成果実績を踏まえ，指標の見直しを行った。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

b.実績値

指　標

実　施
スケジュール

付　　記

修繕全体に占
める向上型修
繕の割合（件

数）

8％

学校施設再整備計画の策
定
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○

○

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票 【実施期間　平成２５年～２９年】

課　題　名 　将来にわたる健全経営の推進 課 題 番 号 (1)

所　管　部 　市民病院 関　係　課 　病院総務課・医事課

課 題 概 要
（取組前の状況）

　公立病院として，また地域の基幹病院として求められる医療サービスを安定的，継続的に提供するとともに健全経営を推進していく必要がある。

新・行財政改革基本方針に
基づく3つの改革

※該当するものに ○ をつける（複数可）

１．将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る改革

２．市民サービスの質的向上を図る改革

３．コスト意識の徹底を図る改革

取 組 概 要

  ①市民病院が将来にわたり公立病院としての使命・役割を果たせるよう持続的な健全経営を推進するため，さらに収益の増及び費用の縮減に努める。
   【取組内容】
  　1）地域医療機関との患者紹介・逆紹介を円滑に進め，市民病院での専門的治療を必要とする患者を効率的に受け入れ，安定した病院経営を推進する。
    2）ジェネリック医薬品の採用推進及び医薬品等仕入れ価格の抑制により，材料費の縮減を図る。
  ②経営形態の見直しについて研究する。

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題

・健全経営の推進
・収益の増及び費用の縮減
・経営形態の研究

経常収支比率　100％以上
（経常利益）

・経常収支比率 104.2％
・地域医療機関との連携強化と薬品等材料費の削減
を図った。
・地方公営企業法の全部適用に移行した病院の視察
を行い，経営環境の変化に対応できる経営形態の見
直しについて研究を進めた。

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題

①地方公営企業として，健全経営の推進に努める
・成果目標を達成するため，診療科別原価計算等を
　もとに業務改善に向けた検討・協議を行う

②効率的な運営による収益増及び費用縮減を図る
　【収益の増】
・地域医療支援病院として紹介・逆紹介を推進するた
　め，地域医療連携懇話会を開催する
・がん診療における拠点病院として，外来化学療法室
　に専従の医師を配置し，安全な医療を提供する

  【費用の縮減】
・薬品等材料費の縮減を図る

③経営形態の見直しを行った病院から情報を収集し，
　本院に最適な経営形態の研究を進める

①効率的な運営による収益増と費用縮減から経常
　 収支比率　100％以上（経常利益）を達成する

②【収益の増】
・紹介率65％以上かつ逆紹介率40％以上を達成する
・外来化学療法実施件数　月300件以上を維持する

  【費用の縮減】
・ジェネリック医薬品取扱率15％以上を達成する
・価格交渉により材料費の基準価格と購入費を比
　較し，全体で1億円以上の縮減を図る

③経営形態の移行による経営改善実績や決算状
　況，事務量の変化等，実務的な情報を収集する

①経常収支比率　101.5％

②【収益の増】
・地域の医療機関との連携が図られたことにより，
　紹介率は 73.7％／逆紹介率は 62.0％
・今年度の懇話会は，平成27年3月5日・11日に開催
　2日間で155人（院外73人）の参加により医療連携
　強化のための情報交換を行った
・外来化学療法 月平均 285件／当該療法対象患者
　収益 4億8,730万円
　 【費用の縮減】
・ジェネリック医薬品取扱率 15.06％
・契約価格と今年度の材料費予定購入量から費用
　の縮減額 2億4,400万円

③地方公営企業法全部適用に移行した公立病院を
　視察，決算状況や管理部門の事務量等について
　情報収集を行い，課題の共有化が図られた
・平成27年3月31日付で総務省から示された新公立
　病院改革ガイドラインに基づき，経営形態の見直し
　について，次年度以降に研究を進めることとした。

①経常収支比率100％以上を達成
　 するため，年間を通して安定した
   患者数を確保する

②地域医療機関からの意見・要望・
　 課題に対し改善策を検討すること
 　により，連携を強化する

・外来化学療法実施件数が月300件
　以上となるよう診療科と調整する
　

③新公立病院改革ガイドラインに基
　 づく改革プランの検討及び策定準
　 備を進める
　（県・地域医療構想との整合を図る）
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平成27年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題

①地方公営企業として，健全経営の推進に努める
 ・診療科別原価計算等をもとに業務改善に向けた
　 検討・協議を行う

②効率的な運営による収益増及び費用縮減を図る
【収益の増】
・地域医療機関との連携を更に強化する
・がん診療連携拠点病院としての機能を強化する
　

【費用の縮減】
・薬品等材料費の縮減を図る

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題

①地方公営企業として，健全経営の推進に努める
②効率的な運営による収益増及び費用縮減を図る
③経営形態の研究を進める

効率的な運営による収益増と費用縮減から経常収支
比率　100％以上（経常利益）を達成する

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題

①地方公営企業として，健全経営の推進に努める
②効率的な運営による収益増及び費用縮減を図る
③経営形態の研究を進める

効率的な運営による収益増と費用縮減から経常収支
比率　100％以上（経常利益）を達成する

実　施　項　目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

実　施
スケジュール

健全経営の推進
計　画

実　績 経常収支比率 104.2％ 経常収支比率 101.5％

収益の増及び費用の縮減

計　画

実　績
地域医療機関との連携強化と
薬品等材料費の縮減を図った

紹介・逆紹介及び外来化学療法の
推進による収益増と材料費の縮減
を図った

経営形態の研究

計　画

実　績
地方公営企業法全部適用に移行し
た公立病院を視察し，課題の共有
を図った

③新・公立病院改革ガイドラインに基づく改革プランの
   検討及び策定準備

①効率的な運営による収益増と費用縮減から経常
　 収支比率　100％以上（経常利益）を達成する

②【収益の増】
・紹介率65％以上かつ逆紹介率40％以上を達成する
・地域医療連携懇話会での意見・要望・課題を改善す
る
・外来化学療法実施件数　月300件以上を達成する
　とともにピアサポートの充実を図る

【費用の縮減】
・ジェネリック医薬品取扱率　15％以上を達成する
・薬品費等の基準価格と購入費用を比較して，全体
　で2億円以上となるよう費用の縮減を図る

③県が策定する地域医療構想との整合性を図りつつ
   当院の改革プランの策定に向けた準備を進める
　（経営形態見直しの研究を含む）
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指　標 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　　計 結　　果

経常収支比率
（経常利益）

a.目標値 100％以上 100％以上 100％以上 100％以上 100％以上

b.実績値 104.2％ 101.5%

c.目標との差 4.2％ 1.5%

付　　記

  平成24年度決算　　　　経常収支比率　106.7％

財政的効果 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合　　計

抑制効果額
d.目標値

付　　記

微修正指摘

e.実績値
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