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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，これまで第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　改革を進めるための主な個別課題

　（１）将来収支・経済効果を見据えた事業の効率化を図る

(1)
公共施設の管理業務支
援

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

　　①公有資産（ストック）の効率的な管理と活用

土木部

土木部

課題番号 課題名

(1)

(2)

担当部 課題番号 課題名

施設の老朽化の状況，機能更新の時期，地区防災拠点施設としてのあり方等を踏まえ，効率的・効果
的に市民センターの改築を行う。

担当部

概　　　　　要ページ

課題名 概　　　　　要

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

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。

企画政策部

学校施設の効率的な維
持管理

公有財産の有効活用

　　③長寿命化による将来コストの抑制

(2)

(3)

企画政策部

教育部

(1)

環境部

計画建築部

(1)

(2)

(1)

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。

効率的・効果的な市民セ
ンターの改築

　　②効率的・効果的な公共施設の整備

≪市民の家≫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≫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。

市民自治部

市民自治部

33

37

担当部 課題番号

収集業務の委託の拡大や資源品目別戸別収集の導入等，収集運搬業務が変化している一方で，北
部収集事務所はすでに３０年以上が経過した施設であり，給湯設備等の老朽化が著しく，更新が必要
となっている。そのため，南北収集事務所の統合による効率化を検討する。

公共建築物（ストック）の有効活用及び長寿命化を促進し，ライフサイクルコストとナレッジマネジメント
（知識や技術の共有化）の推進を図っていく。

下水道管渠の長寿命化
推進

橋りょうの長寿命化推進

限られた財源で計画的に下水道管渠の更新や維持管理を行い，長寿命化を図っていく。このことによ
り，事業費の平準化を図る。

限られた財源で計画的に橋りょうの更新や維持管理を行い，長寿命化を図っていく。また，国庫交付
金の活用による一般財源の支出縮減を図る。

環境事業センターの南北
収集事務所統合

公共建築物の整備等業
務支援

概　　　　　要

25

27

91

ページ

63

73

ページ

79

81
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　（２）市民サービスの質的向上を図る

市民が利用しやすい新庁
舎建設

ページ

23

　　④将来投資に対する財源活用

概　　　　　要課題番号 ページ

課題名

課題名

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。

　　②市民が利用する施設の整備・充実

概　　　　　要

担当部

総人件費の縮減

ページ

概　　　　　要

職員のやる気，モチベー
ションの向上

19

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。

概　　　　　要

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。

総務部

教育部

課題番号

(3)

総務部

担当部

(2)

　　①職員の意識改革

担当部 課題番号

課題名

　　③市民サービスのさらなる充実

将来にわたり，地域の基幹病院としての使命や災害拠点病院等の役割を果たしていくため，東館の建
て替えや西館の改修を中心とした再整備を早期に進めていく。

ページ

97市民病院
市民病院再整備による療
養環境の向上

概　　　　　要

藤沢市立学校教職員服
務の適切な管理

担当部

(1)

課題番号

(1)

ページ

31財務部

87

課題名

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，全
職員にその周知を図る。

市民自治部

福祉部

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。

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。

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

福祉窓口業務及び相談
機能の充実

(3)

(2)

39

51

　　④開かれた市政運営

担当部 課題名

市民自治部 (4) 41
情報公開の積極的な推
進

市民の知る権利を保障するため，情報公開制度の適切な運用の徹底及び行政文書公開請求に対す
る決定理由付記の充実を図る。

(2)

課題番号

7



　（３）コスト意識の徹底を図る

　　③制度運営のための収納率向上

課題番号 概　　　　　要

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。

(2)

ページ

69経済部

担当部 課題名

民間主導によるイベント誘
致からなる新たな観光誘
客

国民健康保険料の収納
率向上（収納未済額及び
不納欠損額の縮減）

福祉部

保健医療部

課題名 概　　　　　要担当部

消防局

市民病院

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，外部と司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。

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。

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。

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。

概　　　　　要

　　②民間活力の活用

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。

課題番号

(1)

担当部 課題名ページ

17

概　　　　　要

　　①出資団体の自立促進

総務部

勤務体制の見直し(1)

ページ

47

55

83

課題名課題番号 ページ

介護保険料の収納率向
上（収納未済額及び不納
欠損額の縮減）

将来にわたる健全経営の
推進

担当部

95(1)

課題番号

(1)

(1)

　　④効率的・効果的な行政運営によるコストの抑制
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２　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。 

大変充足 

5.7% 

概ね充足 

56.6% 不足気味 

20.8% 

不足 

6.3% 

わからない 

10.6% 

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 

1.9% 

概ね充足 

28.6% 

不足気味 

36.5% 

不足 

11.9% 

わからない 

21.1% 

大変充足 

2.6% 
概ね充足 

27.2% 

不足気味 

31.3% 

不足 

8.1% 

わからない 

30.8% 

③ 地域の文化継承，発展・・・＜文化・スポーツを盛んにする＞ 

大変充足 

4.1% 

概ね充足 

49.2% 不足気味 

25.2% 

不足 

6.5% 

わからない 

15.0% 

④ まちと自然の調和・・・＜豊かな環境を創る＞ 

② 災害に対する不安がない・・・＜安全な暮らしを守る＞ 
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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

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（回答率37.26％）

※未回答を除いた割合

大変充足 

4.5% 

概ね充足 

46.4% 
不足気味 

21.8% 

不足 

6.2% 

わからない 

21.1% 

⑤ 子育て環境・・・＜子どもたちを守り育む＞ 

大変充足 

6.2% 

概ね充足 

51.4% 
不足気味 

24.6% 

不足 

6.0% 

わからない 

11.8% 

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＞ 

大変充足 

1.4% 
概ね充足 

19.6% 

不足気味 

34.7% 不足 

13.3% 

わからない 

31.0% 

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＞ 

大変充足 

4.9% 

概ね充足 

39.0% 不足気味 

29.8% 

不足 

11.6% 

わからない 

14.7% 

⑧ 道路，公共施設などの満足度・・・＜都市基盤を充実する＞ 

大変充足 

2.0% 概ね充足 

23.3% 

不足気味 

33.0% 
不足 

9.1% 

わからない 

32.6% 

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＞ 
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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

（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＞

平成２８年度 平成２９年度平成２６年度 平成２７年度平成２５年度

実質赤字比率 －

実質公債費比率  2.3

連結実質赤字比率 －

藤沢市の目安

将来負担比率 17.7

平成２４年度平成２２年度 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

－

実質赤字額がない（－） 16.25－

－

平成２３年度

連結実質赤字比率 － －－ －

5.5 25.0 3.4実質公債費比率 8.4 6.9 4.66.3

50.0 350.0 23.8将来負担比率 45.7 38.1 33.135.6

将 来 負 担 比 率 ・ ・ ・

平成２５年度 平成２６年度

※ 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・・

実質公債費比率・・・

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

職場の健康度 51.9

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
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（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

現場起点の視点に関する職員アンケート結果による

実施時期：平成25年10月～11月
対　　象：全職員
回 答 数：2,140件

※未回答を除いた割合
　

感じている 

13.0% 

概ね感じている 

 59.2% 

あまり感じていない 

23.5% 

感じていない 

4.3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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。 

活用している 

41.3% 

時々活用している 

46.0% 

あまり活用していない 

9.9% 

活用していない 

2.8% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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。 

窓口対応 

12.0% 

庶務 

関連 

7.6% 

コミュニ 

ケーション 

12.8% 

担当業務 

62.4% 

その他  

5.2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

④どのような分野で自分の経験・知識やノウハウ・スキルを 
 活用していると考えていますか。 

活用されている 

19.6% 

概ね活用されている 

61.5% 

あまり活用 

されていない 

17.6% 

活用されていない 

1.3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

⑤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。 

感じている 

4.5% 

概ね感じている 

41.4% 

あまり感じていない 

44.4% 

感じて 

いない 

9.7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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。 
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１　接遇の向上
＜平成２５年度の具体的取組＞　「あいさつ・声かけ運動」の実施

＜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39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135件）

無回答  0.0% 無回答  0.7%
とても不満  0.0% とても不満  0.0%
やや不満  0.7% やや不満  2.2%
普通  8.1% 普通  6.7%
満足 23.0% 満足 22.2%
とても満足 68.1% とても満足 68.1%
・職員の応対は親切・丁寧か 平成25年度 ・説明はわかりやすいか 平成25年度

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

無回答  0.0% 無回答  0.0%
悪い  0.0% 悪い  0.0%
やや悪い  0.0% やや悪い  0.0%
普通 10.3% 普通 10.3%
おおむね良い 12.8% おおむね良い  5.1%
良い 76.9% 良い 84.6%

◇新・行財政改革　実行プラン　全庁課題

　全庁一体として取り組む行動目標として「あいさつ・声かけ運動」を設定し，毎月第１週目を接遇向上週間として，職員
への呼びかけ及び意識啓発等を行う。市民，職員に対して積極的に先のあいさつ・先の声かけを行い，明るい雰囲気づくり
や細かい気配りによって「市民サービスの向上」を図るとともに，職員同士のコミュニケーション向上による「業務の円滑
化」を図る。

・あいさつ 平成25年度 ・身だしなみ 平成25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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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564件）

・言葉づかいや態度

④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354件）

◆職員アンケート（各所属長，接遇担当者，計254人に対する「あいさつ声かけ運動」実施状況のアンケート結果）

・運動を実施後の接遇の状況はいかがですか ・運動実施後の職場内の雰囲気はいかがですか

悪くなった 　 0% 悪くなった  　0%

良くなった 58.3% 良くなった 46.6%

変わらない 41.7% 変わらない 53.4%

悪い  0.0%
無回答  0.8%

おおむね良い 13.0%
やや悪い  0.8%

・適切な案内 平成25年度

悪い  0.0%
無回答  0.6%

良い 85.3%

無回答  0.3%

やや悪い  0.3% やや悪い  0.6%
悪い  0.0%

おおむね良い 20.3% おおむね良い 14.7%

・言葉づかいや態度 平成25年度

良い 78.8% 良い 84.5%

無回答  0.5%

・身だしなみ 平成25年度

やや悪い  0.9%
悪い  0.2%

おおむね良い 23.9%
ふつう 11.9%

・わかりやすい説明 平成25年度

良い 62.6%

無回答  0.4% 無回答  0.2%
悪い  0.0% 悪い  0.4%
やや悪い  0.0% やや悪い  0.2%
ふつう 21.8% ふつう 12.2%
おおむね良い 21.8% おおむね良い 23.8%

・身だしなみ 平成25年度 平成25年度

良い 56.0% 良い 63.3%
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２　５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・作法）運動の推進

＜平成２５年度の具体的取組＞　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　

＜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）

３　コスト削減の徹底

＜平成２５年度の具体的取組＞

＜成果指標＞

※(a)平成２４年度のみ計上された額を除き，ベース額とした。

※光熱水費(d)は，使用量では削減されたが，料金の値上げ幅が大きいため，金額としては増額となった。

　需用費の中で消耗品費・修繕費・印刷製本費・光熱水費などから１つ以上選び，平成２４年度決算額に対して年間で２％削減

合　　計 412,879,560 8,257,591 410,754,184 2,125,376 0.51%

光熱水費(d) 94,728,301 1,894,566 100,051,996 -5,323,695 -5.62%

印刷製本費 9,942,494 198,850 9,999,149 -56,655 -0.57%

修繕費 26,170,001 523,400 26,755,959 -585,958 -2.24%

消耗品費 282,038,764 5,640,775 273,947,080 8,091,684 2.87%

　需用費の削減については，例えば，消耗品棚に単価を明示し，コスト意識を高める工夫や在庫物品の管理の徹底と活用などにより，
消耗品等の新規購入を抑制する。また，電気・ガス・水道の節約の徹底，エコドライブの推進を図る。その他，時間外勤務において
は，ノー残業デーの徹底，業務分担の見直しや時差出勤の拡大など，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24年度決算額を
基にしたベース額

(a)

成果目標（2％削減） 平成25年度実績

削減額
執行額
(b)

削減額
(a-b=c)

削減率
(c/a)

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%

床や通路に保存箱等を置いていないか 79.8% 17.5% 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 67.5% 29.8% 2.6%

　気持の良い職場環境づくりを進めるため，身のまわりの整理整頓を行う。具体的な取組として，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，不要文書等の廃棄やファイリングの見直しを行う。また，定期的に文書取扱主
任が課内のファイリング状況を確認し，改善点があれば課内で是正を行う。

ファイリング巡視のチェックポイント 平成25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） 81.6% 16.7% 1.8%
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４　内部統制・法令遵守の徹底　
＜平成２５年度の具体的取組＞　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

＜成果指標＞

（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。

　内部統制制度の説明会や階層別研修での講義を通じて制度の定着化及び内部統制制度のもととなる帳票の作成を進め，
業務手順の整理及びリスク管理により業務執行の有効性・効率性を高めるとともに，法令遵守の意識を徹底する。

成果目標
平成25年度実績

作成率 業務数

業務記述書兼リスク管理表100%作成 100% 3,483
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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 関　係　課 　行政総務課

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，残された課題があることを踏まえ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）

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）
②③基本方針の策定及び自己点検評価の実施，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

①５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。
③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
②各出資団体の情報公開の推進

平成26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）
②改革プランモニタリング項目(経営状況等)の公表
③団体間の課題・情報の共有の場づくり

経営基盤の確立と人的・財的自立の促進

平成27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
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）

経営基盤の確立と人的・財的自立の促進

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
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）

経営基盤の確立と人的・財的自立の促進

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）
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経営基盤の確立と人的・財的自立の促進
②～④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
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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

公益財団法人への移行
（平成25年4月1日現在，5団
体中3団体移行済み）

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予定
（平成26年4月）

改革基本方針の策定（行政総
務課・指導担当課）

計　画

実　績
素案を作成し各団体，指導担当
課と協議。10月に確定。

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

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

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

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.現状値(H24決算値) 42.6% 42.6% 42.6% 42.6% 42.6% -

b.実績値 42.1% -

c.効果値（a-b） - - - - - -

付　　記

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
「ａ．現状値」＝平成２４年度決算値
「ｂ．実績値」＝当該年度決算値
※本指標は，取組前の状況を示す「ａ．現状値」と取組開始後の各年度の状況を比較対照をするものであるため「ｃ．効果値」は算出しない。

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

※H26～H28集中改革期間 ※H26～H28集中改革期間 
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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 　職員のやる気，モチベーションの向上 課 題 番 号 (2)

所　管　部 　総務部 関　係　課 　職員課

課 題 概 要
（取組前の状況）

　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られ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。

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

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

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題

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

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

③７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。

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 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体系の構築並び
に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

・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
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平成27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 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

・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

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 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

・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

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

・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
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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

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
再構築

施行

実　績 改訂版を作成

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
実施

実　績

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
実施

実　績

あいさつ・声かけ運動の実施

計　画
実施

実　績 計画どおり実施

コミュニケーション能力等向上
のための研修の実施

計　画
実施

実　績 計画どおり実施

職員メンタルヘルス調査の実
施

計　画
実施

実　績 計画どおり実施

　「心の健康づくり計画」メンタ
ルヘルス対策事業

計　画 第一次計画期間 第二次計画策定 第二次計画期間

実　績 計画どおり実施

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

職場の健康度
（職員メンタルヘル

ス調査より）

a.目標値 - - - - -

b.実績値 51.9

付　　記
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1000名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
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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

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）

a.目標値 - - - - -

b.実績値 45.9%

付　　記
全職員を対象に実施した「現場機転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

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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○

平成29年度
取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題

平成28年度
取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題

平成27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題

・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

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題

・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
535,000千円

取 組 概 要

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

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題

・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

年間財政効果額
425,000千円

・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

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

所　管　部 　総務部 関　係　課 　職員課

課 題 概 要
（取組前の状況）

　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。

◇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 　総人件費の縮減 課 題 番 号 (3)
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付　　記
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。

1,700,000千円

e.実績値 533,000千円 678,000千円
抑制効果額

d.目標値 425,000千円 535,000千円 595,000千円

付　　記
＜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。

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.目標との差 108,000千円 △1,022,000千円

1,700,000千円

b.実績値 533,000千円 678,000千円人件費削減額
の目標額

a.目標値 425,000千円 535,000千円 595,000千円

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

計　画

実　績 実施

職務職責に応じた職員配置の
実施

計　画

実　績 平成27年度までの段階削減実施

退職手当の段階的引き下げ

計　画

実　績 実施

初任給の引き下げ

計　画

実　績 実施

平成28年度 平成29年度

実　施
スケジュール

一般職及び常勤特別職の給
与削減の継続実施検討

計　画

実　施　項　目 平成25年度 平成26年度 平成27年度
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○

○

【実施期間　平成２５年～２９年】

　公共施設の管理業務支援

◇新・行財政改革　実行プラン　個別課題票

課　題　名 課 題 番 号 (1)

課 題 概 要
（取組前の状況）

　従来の施設修繕等は，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公共建築課に見積り依頼し工事を行っているため，計画的なものではなく，
施設利用状況，老朽化度，財政支出の平準化などを考慮したものではなかった。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いる現状から，施設修繕費の縮減と市有施設全体を見据えた的確
な修繕施設の抽出と集中的な予算投入により施設の長寿命化を図ることが必要となっている。

所　管　部   企画政策部 　企画政策課・公共建築課関　係　課

２．市民サービスの質的向上を図る改革

取組項目 成果目標
既存台帳のシステム化（ソフト選定及び導入作業）

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）

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

次年度課題成果実績

次年度課題
・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
・作成した台帳情報を活用し再配置等の考え方の検討
・長寿命化プラン適用の検討

取組項目（予定）

・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
検証
・本格運用に向けた検証作業による課題整理
・長寿命化方策の策定

成果目標
・公共施設管理システムを活用し予算要求等の事務を効率
的に進めること
・本格運用に向けた検証作業による課題整理と関係各課と
の調整を行うこと
・長寿命化プランの作成

公共施設台帳システムの追加情報調査及び入力作業を行
うこと

成果目標
・公共施設管理システムを活用し予算要求等の事務を効率
的に進めること
・本格運用に向けた検証作業による課題整理と関係各課と
の調整を行うこと
・今後の施設の再配置等を含めたあり方について検討を行
うこと
・長寿命化プラン適用検証

取組項目（予定） 成果実績

平成28年度

取組項目（予定）

平成29年度

次年度課題成果実績

平成26年度

平成27年度

成果目標
・既存台帳のシステム化（追加情報調査及び入力作業）
・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
・長寿命化方策の検討

・公共施設台帳システムの追加情報調査及び入力作業を行
うこと
・計画的な維持管理手法導入にあたってのシステム活用に
伴う課題整理と庁内への周知を行うこと
・長寿命化方策の基本方針の作成

既存台帳のシステム化（追加情報調査及び入力作業）

取組項目

取 組 概 要
公共施設の計画的な修繕の実施による修繕費の縮減と長寿命化を支援する。
　1)　現在，紙及びエクセルで作成されている建物台帳をシステム化する。平成１４年度以降の施設については順次システムに入力し，既存施設の情報についても順次調査し更新する。
　2)　計画的な維持管理と連動し財政の平準化を図るとともに施設の長寿命化を図る。

平成25年度

次年度課題

・システム選定のプロポーザルの実施(９月)
・業者決定(１０月)
・システム構築

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

成果実績

成果目標 成果実績・年度末見込
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平成28年度 平成29年度平成27年度実　施　項　目 平成25年度

e.実績値

実　績

計　画

計　画

実　績

実　績

付　　記

d.目標値

財政的効果 平成27年度 平成28年度

c.効果値

付　　記

抑制効果額

b.実績値

結　　果指　標 平成25年度

a.現状値

合　　計平成29年度

合　　計

指標については，導入後の稼働状況から別途検討する（平成28年度稼働予定）。
平成１４年以降台帳が更新されていないことから，この間に新設した施設及び既存施設のデータの構築を行う必要がある。
本格運用に向け関係各課との調整及び新システムを前提とした事務処理の問題点の把握と周知が重要となる。

平成25年度 平成26年度

実　施
スケジュール

公共施設管理システム活用に
伴う課題整理と庁内周知

実　績

計　画

実　績

公共施設管理システムの導
入

公共施設管理システム活用
検証

計　画

計　画

追加情報調査及び入力作業

平成26年度

システム選定プロポーザル
実施及びシステム構築

平成26年度

公共施設管理システムの活
用
(施設のあり方の検討を含む)

平成29年度平成27年度 平成28年度

26



○

○

平成29年度

取組項目（予定） 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把握
・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
・公共施設再整備プランに基づく個別施設の再整備の検討

・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。

・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
・各部課で保有している資産の把握
・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
・公共施設再整備プランに基づく個別施設の再整備の検討

・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。

・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27年度

取組項目（予定） 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把握
・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
・公共施設再整備プランに基づく個別施設の再整備の検討

・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。

・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26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把握
・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
・公共施設再整備プランの検討

・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。
・公共施設再整備プランの策定

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把握
・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

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把握し，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把握
・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）

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　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）
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付　　記

e.実績値
抑制効果額

d.目標値

付　　記 ※有効活用件数＝活用及び処分の件数

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 28件 件 件 件 件 28件
公有資産の

有効活用件数

a.現状値

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

計　画

実　績

計　画

実　績

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

公共施設再整備プランの検
討・策定

計　画

実　績 ２8件

平成28年度 平成29年度

実　施
スケジュール

各部課で保有している資産の
活用又は処分

計　画

実　施　項　目 平成25年度 平成26年度 平成27年度
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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 　藤沢市土地開発公社のあり方 課 題 番 号 （3）

所　管　部   企画政策部 関　係　課 　資産管理課

課 題 概 要
（取組前の状況）

　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。

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

　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。

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 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。

・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。

・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26年度

取組項目 成果目標 成果実績 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。

平成27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・公社の存廃に関する検討結果を整理する。
・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・検討結果が出ること（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。

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
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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

土地開発公社の存廃に関す
る検討

計　画

実　績 継続して検討

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

計　画

実　績 情報提供８件

計　画

実　績

計　画

実　績

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

a.現状値

b.実績値

c.効果値

付　　記 ※この課題は，取組内容の確認によって管理する。

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
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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
・新庁舎建設工事（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報告を行う。
・建設工事に伴う庁内検討委員会等の開催。

・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。

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（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報告を行う。
・建設工事に伴う庁内検討委員会等の開催。

・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。

平成27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（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報告を行う。
・建設工事に伴う庁内検討委員会等の開催。

・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。

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・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。
・新館については，各階の配置計画や必要となる機能を検
討し，基本計画を実施する。

・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。
・長寿命化を含めた新館整備の計画を検討する。

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）

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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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 件 件 件 件 ３５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回実施
した。

新庁舎建設庁内検討委員会

計　画

実　績

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。

市民からの意見
（ワークショップ・パブコメ等）

計　画

実　績
新庁舎基本設計を年度内で完了
した。

平成28年度 平成29年度

実　施
スケジュール

新庁舎建設基本設計

計　画

実　施　項　目 平成25年度 平成26年度 平成27年度
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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
〈六会市民センター〉
・解体工事
・新築工事（1年目）
・地下体育館止水・臭気対策工事（1年目）

〈辻堂，善行市民センター〉
・辻堂市民センター建て替え用地（県有地）取得に向けた県
との協議
・善行市民センター周辺市有地を含めた活用の検討
・改築に向けた諸課題の整理，地域へのフィードバック
・事業手法の検討
・再整備プランの検討・作成

〈六会市民センター〉
・工事スケジュールに遅延が生じないよう管理すること。

〈辻堂，善行市民センター〉
・辻堂市民センター建て替え用地（県有地）の先行取得
・改築に向けた諸課題の整理を進めるとともに，必要に応じ
て，進捗状況等を地域へフィードバックし，理解，協力を得な
がら検討を進めること。
・土地，施設の高度利用の可能性や，市民センターの多機
能化による市民協働等の手法による公的サービスの提供
等含めて多角的，総合的に検討を行うこと。
・財政負担の軽減や平準化が図られる事業手法を検討する
こと。

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
〈六会市民センター〉
・設計委託（新築，解体，止水・臭気対策工事）
・仮設プレハブ設置工事（建設期間中の仮事務所）
・仮事務所への移転
・解体工事の契約事務

〈辻堂，善行市民センター〉
・辻堂市民センター建て替え用地（県有地）取得に向けた県
との協議
・改築に向けた諸課題の整理，地域へのフィードバック
・事業手法の検討

〈六会市民センター〉
・スケジュールに遅延が生じないよう管理すること。

〈辻堂，善行市民センター〉
・改築に向けた諸課題の整理を進めるとともに，必要に応じ
て，進捗状況等を地域へフィードバックし，理解，協力を得な
がら検討を進めること。
・財政負担の軽減や平準化が図られる事業手法を検討する
こと。

〈六会市民センター〉
・実施設計完了
・仮設プレハブは1月末完成，2月10日業務開始
・解体工事の契約事務を予定どおり進行した。

〈辻堂，善行市民センター〉
・改築の考え方，スケジュールについて，公共施設再整備基
本方針に基づく検討

藤沢市公共施設再整備基本方針が
策定されたことに伴い，再整備プラ
ンに位置づける必要がある。

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

〈六会市民センター〉
1)市民センターに必要な機能・規模の検討，市への提言書の提出（平成23年度）　　2)事業手法（民間活用の可能性）の検討，財源等（起債，補助金）の検討（平成23・24年度）　　3)改築に係る懸案事項の検
討（仮事務所の移設先，併設する六会消防出張所の合築の可能性）（平成24年度）　　4)議会への説明，地区集会等での市民への説明（平成24年度）　　5)設計委託，仮設プレハブ設置，仮事務所移転（平
成25年度）　　6)解体工事（平成26年度）　　7)新築及び地下体育館止水・臭気対策工事（平成26・27年度）　　8)供用開始（平成28年3月～）

〈辻堂，善行市民センター〉
1)市民センターに必要な機能・規模の検討，市への提言書の提出（平成23・24年度）　　2)市における改築に向けた諸課題の整理，地域へのフィードバック，事業手法の検討（平成23年度～）

所　管　部 　市民自治部 関　係　課 　市民自治推進課

課 題 概 要
（取組前の状況）

施設の老朽化の状況，機能更新の時期，及び地区防災拠点施設としてのあり方等を踏まえ，効率的・効果的に市民センターの改築を行う必要がある。
　・改築に係る各施設特有の要件等を多角的，総合的に勘案する中で，土地，施設の高度利用の可能性。
　・市民センターの多機能化による市民協働等の手法による公的サービスの提供等。
　・財政負担の軽減や平準化が図られる事業手法。

◇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 　効率的・効果的な市民センターの改築 課 題 番 号 (1)

33



平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
〈辻堂，善行市民センター〉
・改築に向けた諸課題の整理，地域へのフィードバック
・再整備実施設計の作成

〈辻堂，善行市民センター〉
・進捗状況等を地域へフィードバックし，理解，協力を得なが
ら設計を進めること。

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
〈辻堂，善行市民センター〉
・改築に向けた諸課題の整理，地域へのフィードバック
・再整備基本設計の作成

〈辻堂，善行市民センター〉
・進捗状況等を地域へフィードバックし，理解，協力を得なが
ら設計を進めること。
・基本構想を踏まえ，市民センターを軸とした，機能集約・複
合化施設とすること。
・財政負担の軽減や平準化が図られる事業手法を検討する
こと。

平成27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
〈六会市民センター〉
・新築工事（2年目）
・地下体育館止水・臭気対策工事（2年目）
・供用開始（平成28年3月～）

〈辻堂，善行市民センター〉
・改築に向けた諸課題の整理，地域へのフィードバック
・再整備基本構想の策定

〈六会市民センター〉
・工事スケジュールに遅延が生じないよう管理すること。

〈辻堂，善行市民センター〉
・改築に向けた諸課題を整理し，進捗状況等を地域へフィー
ドバックし，理解，協力を得ながら基本構想の検討を進める
こと。
・市民センターを軸とした，機能集約・複合化施設の構想を
構築すること。
・財政負担の軽減や平準化が図られる事業手法を検討する
こと。
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付　　記

e.実績値
抑制効果額

d.目標値

付　　記

○六会市民センター改築
・現敷地面積や建築条件等を考慮すると余剰地の活用あるいは施設の高度利用等の余地が無く，民間活用による事業手法はなじまないため，従来手法での改築を行う。財源等について
は，補助金の確保と起債の活用により，単年度支出を抑え平準化を図る。（※充当率75％，事業の出来高は初年度40％，次年度60％とする。）
○辻堂・善行市民センター改築
・平成29年度以降を予定している。各施設特有の要件等を勘案する中で，土地，施設の高度利用の可能性について検討を行う。

●指標は，財政平準化すなわち起債の活用であり，事業手法の検討等による事業費の圧縮ではない。
●a.取組前の数値は，改築のための工事費の概算を設定したもの。

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（a-b）

1,000,000千円

b.実績値
財政平準化に

よる効果額

a.取組前 400,000千円 600,000千円

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
改築の考え方，スケジュール
の方向性検討

〈辻堂・善行市民センター〉
調査・検討・構想・設計

計　画

実　績

〈六会市民センター〉
施設供用開始

計　画

実　績

〈六会市民センター〉
改築工事実施
（解体・新築・地下体育館止水
対策工事）

計　画

実　績 実施設計完了，解体工事発注

平成28年度 平成29年度

実　施
スケジュール

〈六会市民センター〉
設計及び工事契約
（解体・新築・地下体育館止水
対策工事）

計　画

実　施　項　目 平成25年度 平成26年度 平成27年度

35



36



○

○

○

◇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 　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 課 題 番 号 (2)

所　管　部 　市民自治部 関　係　課 　市民自治推進課

課 題 概 要
（取組前の状況）

《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，４７５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。

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

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
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％

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

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
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有効活用促進策の検討の継続及び策定
③公共施設再整備プラン・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のあり方方針，整備計画の検
　討

・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
・市民の家のあり方方針の策定

平成27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
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市民の家整備計画の策定

・市民の家稼働率の向上
・市民の家整備計画の策定

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

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
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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

計　画

実　績
・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

②市民の家有効活用促進策
の策定及び実施

計　画

実　績 ・定期的な稼働率の把握

③市民の家あり方方針，整備
計画の策定及び実施

計　画

実　績

計　画

実　績

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

市民の家の
稼働率

a.目標値 25％ 29％ 33％ 37％ 41％

b.実績値 21.3％

ｃ.目標との差 △3.7％

付　　記 平成24年度実績：22％

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

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 

整備計画の策定 計画実施 
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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 　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 (3)

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．市民ニースに対応するため、引き続
き業務の執行体制の検討を行う必要が
ある。

平成26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．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確立
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27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．「個人番号カード」の担当、交付窓口を設置し、「個人番
号カード」の交付を行う
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」のスムースな発行
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10,000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 39



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

「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

「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

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 8,000通 9,000通 10,000通 11,000通 44,000通

b.実績値 7,118通 7,118通

c.目標との差 1,118通 △36,882通

付　　記
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。

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

40



○

◇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 (4)

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
・（仮称）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（１２／１６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（仮称）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

平成27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（仮称）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（仮称）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（仮称）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

41



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

②情報公開制度推進会議の
開催

計　画

実　績 １１／２７開催

③(仮称)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

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

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

情報提供件数

a.目標値 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 31,500

b.実績値 6,103 6,103

c.目標値との差 △197 △25,397

付　　記
  ・　「情報提供件数」…公開請求の手続きによらず各課等において行政文書を提供した件数及び市政情報コーナー･文書館における資料閲覧等の件数
  ・　平成24年度 情報提供件数 　6,318件

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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○

◇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 　文化財等資料の公開活用事業の充実による「郷土愛あふれる藤沢」の実現 課 題 番 号 (1)

所　管　部 　生涯学習部 関　係　課 　郷土歴史課

課 題 概 要
（取組前の状況）

　これまで収集してきた各種の文化財等資料を，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。

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

これまで収集してきた各種の文化財等資料を，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　旧藤沢宿地域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

平成25年度

取組項目（※印は，他課との協力事業） 成果目標（※印は，他課との協力事業） 成果実績 次年度課題
※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

※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

・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

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・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

・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

平成27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・(仮称）藤澤浮世絵館新設工事の実施
・(仮称）ふじさわ宿交流館建設工事の実施
・郷土資料保存ボランティア事業の策定
・子ども向け郷土文化普及事業の企画・実施

・(仮称）藤澤浮世絵館の竣工
・(仮称）ふじさわ宿交流館の竣工・開館
・郷土資料保存ボランティア事業計画書作成
・子ども向け郷土文化普及事業の実施

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・(仮称）藤澤浮世絵館開館
・(仮称）ふじさわ宿交流館運営
・郷土資料保存ボランティア養成
・子ども向け郷土文化普及事業の実施

・(仮称）藤澤浮世絵館入館者の目標値（10,000人／年）の
達成
・(仮称）ふじさわ宿交流館利用者の満足度調査における好
評価
・郷土資料保存ボランティア組織の立ち上げ
・子ども向け郷土文化普及事業の実施、参加者の増

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・(仮称）藤澤浮世絵館運営
・(仮称）ふじさわ宿交流館運営
・郷土資料保存ボランティア活用
・子ども向け郷土文化普及事業の実施

・(仮称）藤澤浮世絵館入館者の増
・(仮称）ふじさわ宿交流館利用者数の増
・郷土資料保存ボランティアによる資料の整理
・子ども向け郷土文化普及事業の実施、参加者の増
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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

東海道シンポジウム開催
による藤沢文化の発信

計　画

実  績 プレイベントの実施

子ども（児童生徒）を対象
とした郷土文化の普及

計　画

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

実  績

インターネットを利用した
情報提供事業の見直し

計　画

実  績 電子博物館移行作業の実施

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
工事実施 開館

実  績

旧藤沢宿地域に公演も可能
な休憩施設を主とした（仮称）
ふじさわ宿交流館の設置

計　画
工事実施・開館

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

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 30,000人 31,000人 32,000人 130,000人

b.実績値 17,542人 17,542人

c.目標との差 542人 △112,458人

付　　記
・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24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

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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○

○

◇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 　今後の文化芸術のあり方と市民会館の整備 課 題 番 号 (2)

所　管　部 　生涯学習部 関　係　課 　文化芸術課

課 題 概 要
（取組前の状況）

　旧財団法人藤沢市芸術文化振興財団（現公益財団法人藤沢市みらい創造財団芸術文化事業部門）は，平成４年より文化振興を目的に設立され市に代わって自主事業を実施してき
た。
　その後，平成１３年には，芸術文化振興財団の中に財団事業検討委員会を設け「財団として取り扱う芸術文化の望ましい事業の範囲について」，当時財団理事長より諮問され，平成
１４年２月同委員会から答申されたが，その後１０年近くが経過し，再度検討の時期に来ている。
　加えて市民会館自身も昭和４３年に開館し４４年が経過し，老朽化が著しいため建て替えについて検討すべき時期が迫っている。
　また，文化振興基金については，基金が底をついてしまい一般財源を投入しなければ事業ができない状況となっている。
　そして，これらのことから公益財団法人藤沢市みらい創造財団芸術文化事業部門，及び藤沢市民会館サービスセンター株式会社の今後の方向性について検討が必要となる。

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

市民により親しまれる，芸術文化事業の推進，及び向上を図っていく。
①今後の芸術文化行政のあり方について協議・検討を行う。                ②市民会館建て替えの方向性について検討を行う。
③文化振興基金の今後のあり方について検討を行う。                        ④藤沢市みらい創造財団芸術文化事業部門の今後の方向性について検討を行う。
⑤藤沢市民会館サービスセンター株式会社の今後について検討を行う。

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・文化芸術検討委員会を設け検討を行う。
・市民会館建て替えの方向性について検討を行う。
・文化振興基金のあり方について検討する。

・文化芸術検討委員会を設け答申を受ける。
・市民会館建て替えの方向性について検討する。
・文化振興基金の今後のあり方について検討を行う。

・文化芸術検討委員会を設置し，５回実施した。市民オペラ
開催年であるため，今後の市民オペラの方向性について検
討した。
・市民オペラ開催にあたり，「第２２回市民オペラ運営委員
会」を設置し，チケット料金の低廉化，とりわけオペラ初心者
向けに２階席を「若者オペラ体験席」と銘打って１，０００円に
設定，見どころ，聴きどころを解説する「事前講演会」の実
施，公演当日開演前に監修によるプレトーク実施など，委員
からの意見を基に新しい試みを実施した。
・市民会館建て替えの方向性について内部検討を行い，次
年度コンサルを導入して検討することとした。
・文化振興基金の今後のあり方について検討を行った。

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・文化芸術検討委員会の結果を受け事業計画を行う。
・市民会館建て替えの方向性について検討を行う。
・文化振興基金のあり方について方針を決定する。

・文化芸術検討委員会の結果を受け事業計画を作成する。
・市民会館建て替えの方向性について調査を行う。
・文化振興基金の今後の方針を策定する。

平成27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・文化芸術検討委員会の結果を受け事業を行う。
・市民会館建て替えに伴う関係各課と方向性について検討
を行う。
・文化振興基金の今後の方針に従い，必要な措置をとる。
・芸術文化事業部門の今後の方向性について検討を行う。
・藤沢市民会館サービスセンター株式会社の今後について
検討を行う。

・文化芸術検討委員会の結果を受け事業を実施する。
・市民会館建て替えの方向性について調査を行う。
・文化振興基金の今後の方針を具現化する。
・芸術文化事業部門の今後の方向性についての計画を練
る。
・藤沢市民会館サービスセンター株式会社の今後の方向性
について調査を行う。

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・文化芸術検討委員会の結果を受け事業を行う。
・市民会館建て替えに伴う関係各課と方向性について検討
を行う。
・芸術文化事業部門の今後の方向性について検討を行う。
・藤沢市民会館サービスセンター株式会社の今後について
検討を行う。

・文化芸術検討委員会の結果を受け事業を実施する。
・市民会館建て替えの方向性について調査を行う。
・芸術文化事業部門の今後の方向性についての計画を練
る。
・藤沢市民会館サービスセンター株式会社の今後の方向性
について調査を行う。 45



平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・文化芸術検討委員会の結果を受け事業を行う。
・市民会館建て替えに伴う関係各課と方向性について検討を行
う。
・芸術文化事業部門の今後の方向性について検討を行う。
・藤沢市民会館サービスセンター株式会社の今後について検
討を行う。

・文化芸術検討委員会の結果を受け事業を実施する。
・市民会館建て替えの方向性について調査を行う。
・芸術文化事業部門の今後の方向性についての計画を練る。
・藤沢市民会館サービスセンター株式会社の今後の方向性に
ついて調査を行う。

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

文化芸術検討委員会を設け
検討・実施

計　画
検討 計画・実施

実績

・文化芸術検討委員会を５開催
・市民オペラ開催にあたり，
「第22回市民オペラ運営委員
会」を設置し，様々な改革を実
施

市民会館建て替えの方向性
の検討，決定

計　画

実績
平成２６年度コンサル導入の
ため検討を行った。

文化振興基金の今後の方向
性の検討，決定

計　画

実績 検討

藤沢市みらい創造財団
芸術文化事業部門の今後の
方向性の検討，決定

計　画

実績

藤沢市民会館サービスセン
ター株式会社の今後の方向
性の検討，決定

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

市民会館の
利用者満足度

a.目標値 －

b.実績値 未実施

c.目標値との差 －

付　　記 平成26年度中に市民会館の利用者へアンケートを行い，その満足度を現状値として，目標値を設定する。（参考：平成25年度市民会館大ホールの稼働率73.2％）

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

0

その他の効果額
（国県補助金額）

d.目標値

付　　記

0

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 　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。

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，
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
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平成27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のあり方を検討していく中で，滞
納管理システムについては経費や運用体制など導入の妥
当性も含めて検討を進める。
・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

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

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

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

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％

c.目標値との差 △ 0.88％

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％

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

〈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。

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

2,000千円 10,000千円

e.実績値 △ 4,622千円 △ 4,622千円

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
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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 　福祉窓口業務及び相談機能の充実 課 題 番 号 (2)

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。

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。

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　９２％
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平成27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・徹底を行
い，総合相談に関する組織体制の強化に向けての具体的施
策検討を行う。
②具体的施策に係る必要な予算積算等を行う。
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充実に向けた検討結果について，
市民自治部との調整を行う。
⑤「市民満足度調査」を実施する。

市民満足度調査結果
　満足度　９３％

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・徹底を行う。
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「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。
⑤地区福祉窓口への支援充実に向けた予算要求を行う。
⑥新庁舎移転準備を行う。

市民満足度調査結果
　満足度　９４％

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を充実させる。
④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　９５％
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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

部内における連絡会議の設
置

計　画 ※新設課の設置

実　績 福祉総合相談支援担当者連絡
会議の随時開催

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

新設する「（仮称）福祉総合相
談支援課」の体制の検討

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

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

実　績 調査内容の検討／調査，集
計，結果報告

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

市民（相談者）
の満足度

a.目標値 70％ 92％ 93％ 94％ 95％

b.実績値 91.1％

c.目標との差 21.1％

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，平成２５年度の実績値が９１．１％となったことから，平成２６年度以降の目標値の見直しを行った。

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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○

◇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） 課 題 番 号 (1)

所　管　部 　保健医療部 関　係　課 　保険年金課

課 題 概 要
（取組前の状況）

　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

３．コスト意識の徹底を図る改革

取 組 概 要

　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

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 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

・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。

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 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
・滞納管理システムの更新にあたり，事務効率を図ることが
可能なシステム選定を行う

・現年度分収納率90.20％
・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27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 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
・滞納管理システムを更新し，システムの検証を行う

・現年度分収納率90.20％
・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
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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
・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90.20％
・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29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 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
・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90.25％
・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
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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

現年度収納率の設定と進行
管理

計　画

実　績 現年度収納率　90,20％

現年度収入未済額の削減

計　画

実　績
調定額の増加により，収入未済
額が増加

滞納管理システムの更新及
び検証

計　画

実　績
事務の効率化のため，システ
ムの比較検討を実施

現年度及び滞納繰越分の不
納欠損の削減

計　画

実　績
滞納処分の執行停止及び差押
えを実施昨年に比べて増加

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

国民健康保険
料の現年度分

収納率

a.目標値 89.25％ 90.20％ 90 .20％ 90.20％ 90.25％ 平成24年度比+1.25％

b.実績値 90.20％

c.目標との差 0.95％

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28年度の目標値を見直した。

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

86,240千円

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

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

25,000千円 125,000千円

e.実績値 86,240千円
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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 　超高齢社会に向けた健康づくり推進　　　　　　　 課 題 番 号 (2)

所　管　部 　保健医療部 関　係　課 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。

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
・モデル地区で健診受診・身体活動推進の普及啓発を行う。
・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作成普及する。
・健診の実施方法や啓発方法について検討する。
・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。

・モデル地区を中心に体操講習会･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。
・健診の受診促進を図る。新たな胃ガンリスク検診を導入す
る。
・次期健康増進計画策定（３月）

平成27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。
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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

・モデル地区（御所見･湘南大
庭･長後･辻堂）における健診
受診・身体活動推進の普及啓
発を行う。

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

・公園や街中で体操や歩く機
会を増やします。

計　画

実　績

・身体活動促進・ロコモ予防の
ための体操を作成・普及す
る。

計　画

実　績 作成に向けた検討を行った。

・健診の実施方法や啓発方法
について検討する。

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。

・健康増進計画(第二次）策定
にむけ検討する。

計　画

実　績 市民アンケート

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 30 40 50 150

b.実績値 12 12

c.目標値との差 2 △138

付　　記 平成24年度実績なし

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
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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 　子ども・子育てに関する新たな支援策の構築 課 題 番 号 (1)

所　管　部 　子ども青少年部 関　係　課 　子ども青少年育成課・子ども家庭課・保育課・子育て給付課・子ども健康課

課 題 概 要
（取組前の状況）

　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。

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

子ども子育て関連３法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）「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

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・「（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

・「（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

・「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

・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。

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・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
・各種基本条例制定の検討
・子育て家庭等を中心とした市民に対する制度の周知
・制度管理システムの導入に向けた検討
・新たな制度に基づいた組織のあり方の検討

・子ども・子育て支援事業計画の策定
・各種基本条例の制定
・制度管理システムの導入（テスト，契約等）

平成27年度
取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題

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

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

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　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

「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

実　績
「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

各種基本条例の制定の検討・
施行

計　画 検討・制定 施　　行

実　績

子ども・子育て施策の状況把
握及び需要調査の実施

計　画

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

子ども・子育て支援事業計画
の策定・それに基づく事業の
実施

計　画 検討・策定 実　　施

実　績
事業者選定のためのプロポー
ザルを実施

制度管理システムの検討・導
入

計　画 　検討・検証　　　　稼　働
　

実　績
事業者選定のためのプロポー
ザルを実施

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

支援策構築の
達成度

a.現状値 0% 10%

b.実績値 10%

c.効果値（b-a） 10%

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 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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○

・事業用地及び再整備等の検討と課題の整理

・事業用地及び再整備等の検討と課題の整理

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・南北収集事務所統合整備事業の推進 ・南北収集事務所統合に向け，整備事業を推進する。

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・南北収集事務所統合整備事業の推進 ・南北収集事務所統合に向け，整備事業を推進する。

平成27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・南北収集事務所統合整備事業の推進 ・南北収集事務所統合に向け，整備事業を推進する。

・事業用地及び再整備等の検討と課題の整理

次年度課題
・南北収集事務所統合整備事業の推進 ・候補地の選定

・事業用地及び再整備等の検討と課題の整理

・事業の効率化を図り，全体の事業費の圧縮を図る。

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・プロジェクトを設置し，南北収集事務所統合による事
務経費（人件費）や管理経費の削減の検討

・南北収集事務所統合施設による事務経費（人件費）
や管理経費を検討し，財政的効果を図る。

・プロジェクト設置
・人件費・管理経費の削減の検討

・事業規模・手法・財源等の検討
・北部収集事務所（環境事業セン
ター）の再整備及び統合施設の事
業用地の検討

・事業規模や事業手法・財源等の検討

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

南北収集事務所統合については，次の項目を進める。
① 南北収集事務所統合により，事務の効率化による事務経費（人件費）や管理経費の削減を検討する。
② 南北収集事務所統合整備事業基本計画の検討（事業規模・事業手法の検討，財源等）を行う。
③ 事業概要の方向性が具体化された時点で，議会報告・市民への説明会等を実施する。

所　管　部 　環境部 関　係　課 　環境事業センター

課 題 概 要
（取組前の状況）

　環境部では，市の南北２ヶ所に収集事務所を配置し，廃棄物の収集運搬業務にあたっているが，近年，収集業務の委託の拡大や資源品目別戸別収集の
導入等，収集運搬業務が変化してきている状況にある。一方で，北部収集事務所は昭和５５年に竣工した施設であり，すでに３０年以上経過しており，給湯設
備等の老朽化が著しく設備の更新が必要である。

◇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 　環境事業センターの南北収集事務所統合 課 題 番 号 (1)

63



付　　記

・南北収集事務所統合整備事業により，事務経費（人件費）２人分１７，７８４千円（＠８，８９２千円），並びに管理費（南北管理費）が現行４５，４５３千円
　から２６，９５３千円になり１８，５００千円が削減できるので，単年度３６，２８４千円の削減で，以降２０年間はこのまま推移すると考えられ，２０年間で
　７２５，６８０千円の減額が見込まれる。（平成２４年度実績）
・事業未実施のため効果額等なし。

e.実績値
抑制効果額

d.目標値

付　　記 ・事業未実施のため効果額等なし。

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（a-b）

b..実績値

事務経費（人件
費）及び施設管
理費削減効果

額

a.現状値

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

計　画

実　績

計　画

実　績

・南北収集事務所統合用地の
検討

計　画

実　績

・南北収集事務所統合整備事
業の推進

計　画

実　績
プロジェクト設置，人件費等
の検討

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実　施
スケジュール

・事前検討の実施（プロジェク
ト設置，事務経費（人件費）や
管理経費の削減の検討）

計　画

実　施　項　目 平成25年度 平成26年度
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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廃棄物発電を新電力会社に売電
③公共施設の電力を新電力会社から購入
④（仮称）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廃棄物発電の新電力会社への売電
③公共施設の電力を新電力会社から購入
④（仮称）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

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廃棄物発電を新電力会社に売電
③公共施設の電力を新電力会社から購入
④（仮称）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廃棄物発電の新電力会社への売電
③公共施設の電力を新電力会社から購入
④（仮称）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

平成27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
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廃棄物発電を新電力会社に売電
③公共施設の電力を新電力会社から購入
④（仮称）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廃棄物発電の新電力会社への売電
③公共施設の電力を新電力会社から購入
④（仮称）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

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
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廃棄物発電を新電力会社に売電
③公共施設の電力を新電力会社から購入
④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
置によるCO2の削減
②廃棄物発電の新電力会社への売電
③公共施設の電力を新電力会社から購入開始
④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

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
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783.5
ｔ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）

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

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

「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
・新電力会社の活用による，北部環境事業所の廃棄物発電の売電及び公共施設の電力の購入
・エネルギーの地産地消の推進及び水素エネルギー活用の可能性のための検討会の設置，施策の検討・実施

所　管　部 　環境部 関　係　課 　環境総務課

課 題 概 要
（取組前の状況）

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。

◇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 　エネルギーの地産地消 課 題 番 号 (2)
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付　　記

e.実績値
抑制効果額

d.目標値

付　　記
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

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.目標との差 97.5 △3,227.5

918.4 4,011

b.実績値 783.5 783.5

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）

a.目標値 686 744.1 802.2 860.3

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

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

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

計　画

実　績

公共施設の電力を新電力会
社から購入

計　画

実　績
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）

廃棄物発電を新電力会社に
売電

計　画 （11月）

実　績 783.5ｔｰCO2の削減

平成28年度 平成29年度

実　施
スケジュール

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

実　施　項　目 平成25年度 平成26年度 平成27年度
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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

・「部内」での継続実施
・拡充運用(市民向け)の検討

・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

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題

・「部内」での継続実施
・拡充運用（庁内向け）の検討

・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27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題

・「部内」での本格実施 ・情報提供数：１００件
・活用案件数：１０件（情報提供数の１０％）

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題

・「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｣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

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題

・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

・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。

・「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

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

　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)

所　管　部 　経済部 関　係　課   産業労働課・観光課・農業水産課

課 題 概 要
（取組前の状況）

　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。

◇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 　「経済・産業」に関する情報力の強化 課 題 番 号 (1)

67



付　　記

- -

e.実績値 - - - - - -
抑制効果額

d.目標値 - - - -

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。
　「c.効果値」の「活用案件数」については，削減数を効果とする指標ではなく，増加数を効果とするものであることから，「b.実績値」から「目標値」を差し引いたものとする。
 ※平成２６年度までは，試行実施のため「a.目標値・b.実績値」の設定はしていない。

　

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-a） - -

２０件 ４５件

b.実績値 - -
部内における情
報活用案件数

a.目標値 - - １０件 １５件

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

拡充運用の検討

計　画

実　績

｢部内｣での本格実施

計　画

実　績

「仕組み」の試行実施・検証

計　画

実　績
先進事例等の情報収集
試行システムの策定

「仕組み」のシステム(ＩＴ系)の
構築

計　画

実　績
先進事例等の情報収集
プロジェクトの実施

平成28年度 平成29年度

実　施
スケジュール

｢仕組み｣づくりに向けた検討

計　画

実　施　項　目 平成25年度 平成26年度 平成27年度
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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 　民間主導によるイベント誘致からなる新たな観光誘客 課 題 番 号 (2)

所　管　部 　経済部 関　係　課 　観光課

課 題 概 要
（取組前の状況）

　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。

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

　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。

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題

民間主導によるイベントの誘致 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。

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 ２０１３」を7月8日～15日で開催し
た。(入場者数：18,588人）
「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。

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

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題

民間主導によるイベントの誘致 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。

平成27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題

民間主導によるイベントの誘致 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。

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題

民間主導によるイベントの誘致 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。

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題

民間主導によるイベントの誘致 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。
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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

本市財政負担を伴わない
民間主導のイベント誘致

計　画

実　績 １件

計　画

実　績

計　画

実　績

計　画

実　績

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

民間主導による
イベントの誘致

件数

a.目標値 １件 １件 １件 １件 １件 ５件

b.実績値 １件 １件

c.目標値との差 ０件 △４件

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）

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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○

○

◇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 　藤沢市版　「人・農地プラン」の作成 課 題 番 号 (3)

所　管　部 　経済部 関　係　課 　農業水産課

課 題 概 要
（取組前の状況）

　平成24年度に国の事業として始まった「人・農地プラン」は，高齢者や後継不足，耕作放棄地の増加など人と農地の問題の解決のため，長期にわたる農業
経営のあり方を決めていく事業である。
　このプラン作成には，農業および地域に関する豊富な知識と農業者との信頼関係の構築が課題である。

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

　「人・農地プラン」は，高齢化や後継者不足，耕作放棄地の増加等，人と農地の問題を解決するための未来の設計図であり，地域における話し合いによって，今後の地域の
中心となる経営体や，その経営体にどうやって農地を集めるか，今後の地域農業のあり方などを決めていくものである。一度作成したら終わりでなく，まず必要な部分から始
め，随時見直ししていくことができる。一度プランを決めても，１．新規就農者がでたとき　２．集落営農・法人の立ち上げなど中心となる経営体ができたとき　３．農業から引退
し農地の集積に協力するときなどに見直しを行っていく。そのため組織と人材の視点から専任職を導入し長期にわたり実効性のあるプランを作成するもの。

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題

前年度に導入した全市にわたるプランの実施状況
を把握する

プラン実施で得られる青年就農給付金，ス－パーＬ
資金（農業経営基盤強化資金）の活用による経営
規模の拡大

新たに中心になる２経営体を追加した。このうち，１
経営体は，青年就農給付金の受給資格があるた
め，５名が受給した。
１５０万円×４名＋７５万×１名（半年分のため）

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題

地区毎の話し合いを開始し，中心となる経営体とそ
れ以外の農業者との役割を明確にする

より細かい地区毎のプランの作成準備を始め，地
域を選考する

平成27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題

地区別のプランを作成する 認定農業者が多い地区でプランを作成する

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題

前年度に導入した地区別プランの実施状況を把握
する

青年就農給付金，経営転換協力金，スーパーＬ資
金を活用した耕作地の集積・拡大

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題

地区別プラン見直しのための話し合いを開始する 新たに，認定農業者の多い地域でのプラン作成の
準備を開始する
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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

全市でのプランの進行状況の
確認(青年就農給付金支払い)

計　画

実　績 ５人

２地区程度でのプラン作成の
話し合いを開始する

計　画

実　績

新たなプランの作成

計　画

実　績

新たなプランの運用状況の
確認

計　画

実　績

さらに，２地区程度でのプラン
作成の話し合いを開始する

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

人・農地プラン
で中心となる経
営と位置づけ農
地を集積しいく

農家数

a.目標値 ２４経営体 ２７経営体 ３０経営体 ３３経営体 ３６経営体 ３６経営体

b.実績値 ２６経営体 ２６経営体

c.目標との差 ２経営体 △１０経営体

付　　記

地区毎の話し合いにより，地域の中心となる経営体とそれ以外の農業者との役割を明確にした上で，新規就農者及び認定農業者を中心とした担い手の育成を行い，中心となる経営体への
農地の集積を推進していく。
・平成２４年度実績・状況等 ： 経営体数　２４経営体
※「a.目標値・b.実績値」は，前年度からの累積値となっている。

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

675万円
抑制効果額

d.目標値 600万円 600万円 600万円 900万円

付　　記

新規参入者に対する「青年就農給付金」（全額国庫負担）１５０万円（年／１人当たり）が給付されることにより，市費での援助を抑える事ができる。

・平成２５年度実績
　新規参入者５人　内訳：４人×１５０万円　１人×７５万円（下半期のみのため）
・平成２４年度実績・状況等
　平成２４年１０月から平成２５年３月までの「下半期」のみが対象　　７５万円（年１５０万円/１人当たりの下半期分）の４人分の３００万円を給付した。

900万円 3,000万円

e.実績値 675万円
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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
・計画的な維持管理手法として管理システム活用に伴う検証
　　本格運用に向けた検証作業による課題整理の実施
　　長寿命化方策の策定
・公共施設再整備プランへの連携を図る

・台帳システムを活用し予算要求等事務を効率的に進める
こと
　　関係各課との調整を行うこと
　　長寿命化プランの作成を行うこと
・個別施設の再整備計画の策定への連携を図ること

平成27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・類似課題「公共施設の管理業務支援」と連携し，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
整理と庁内周知及び長寿命化方策の検討
・公共施設再整備プランへの連携を図る
・ユニバーサルデザインの導入や環境への配慮，ＬＣＣの検
証等

・類似課題「公共施設の管理業務支援」との連携
　　台帳システムの追加情報調査及び入力作業を行うこと
・長寿命化方策の基本方針の作成を行うこと
・個別施設の再整備計画の策定への連携を図ること
・事業主管課と連携して快適で安全で安心な施設づくりの検
討を行うこと

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・類似課題「公共施設の管理業務支援」と連携し，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
・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
・ユニバーサルデザインの導入や環境への配慮，ＬＣＣの検
証等

・類似課題「公共施設の管理業務支援」との連携
　　台帳システムの追加情報調査及び入力作業を行うこと
・事業手法の横断的な検討
　　工期算定や資材・労務費の実情の検証を行うこと
　　早期発注・完成の原則に伴う発注方法の検討を行うこと
・事業主管課と連携して快適で安全で安心な施設づくりの検
討を行うこと

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・類似課題「公共施設の管理業務支援」と連携し，公共施設
台帳システム化を図る
・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
・ユニバーサルデザインの導入や環境への配慮，ＬＣＣの検
証等

・類似課題「公共施設の管理業務支援」との連携
　　台帳システムのソフト選定及び入力作業を行うこと
・事業手法の横断的な検討
　　工期算定や資材・労務費の実情の検証を行うこと
　　早期発注・完成の原則に伴う発注方法の検討を行うこと
・事業主管課と連携して快適で安全で安心な施設づくりの検
討を行うこと

・台帳システム選定のプロポーザルの実施（9月）
　　システム構築を図り，公共施設調査資料のデータ量抽出
を実施
・新庁舎建設や六会市民センター改築等の基本設計作成に
向けた作業の実施

・新庁舎建設の実施設計作成に向けた
作業の実施

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

◆公共建築物の新築及び改築における総合的な建設費の効率化を支援する。
1)　「基本構想」の段階から事業主管課や財政部門との連携を図り，建設業界の事情を随時把握しながら，工期算定や資材・労務費の実情を踏まえた上で，事業手法の検討も含め円滑な実現に向けて積極
的な対応を図る。
2)　「基本設計・詳細設計」においては，建築・電気設備・機械設備などの様々な角度から，ユニバーサルデザインの導入や環境への配慮，また，ライフサイクルコストの縮減を図るなど，総合的な建設費の効
率化とともに工事の早期発注・早期完成を目指す。
3)　若手職員を中心として技術の共有化や技術の伝承を図るべく，国や専門機関が主催する研修会や講習会等には積極的に参加するとともに，近年の技術革新に係る専門的な情報の伝達・反映等のナレッ
ジマネジメントの実現を推進する。
◆既存ストックの有効活用や機能更新をはじめ，耐震性の向上や修繕計画の策定など総体的なコーディネートを行い，長寿命化の支援並びにコスト縮減を図る。
1)　類似課題である「公共施設の管理業務支援」との連携を基本とし，事業主管課と共に計画的な維持修繕と財政の平準化を図るとともに長寿命化を推進する。
2)　標準的耐用年数期間内外を問わず，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する。また，機器類の故障や不具合の対応等についても施設管理者等と連携し，対処方法等の記録の蓄積
や分析を行い，的確な維持管理の支援とともに技術力の向上を図る。

所　管　部 　計画建築部 関　係　課 　公共建築課・企画政策課

課 題 概 要
（取組前の状況）

　従来の公共建築物の修繕等は，施設管理者から老朽化に伴う雨漏りや損傷をはじめ，機械等の停止などの実態が明らかになった時点で，本課に見積り依頼があり，予算化された段階
で次年度に工事を行っており，計画性がなく，施設の利用状況，老朽化度，財政支出のコストの平準化などを踏まえずに行ってきている。また，施設の新築や改築等においても基本構想
段階で関わる機会が少なく，受託工事として基本・詳細設計から業務に入るため，事業全体の当初目標や効果などの認識が不足していた。このような状況から，市民共有の財産である公
共建築物（ストック）の有効活用及び長寿命化を推進し，ライフサイクルコストの縮減とナレッジマネジメント（知識や技術の共有化）の推進を図っていくことが必要である。

◇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 　公共建築物の整備等業務支援 課 題 番 号 (1)
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付　　記

合　　計

抑制効果額
d.目標値

e.実績値

付　　記

※新築・改築件数の実績のみ示すものとする。（平成２５年度実績）
　・「烏森公園トイレ」改築
　・「柄沢公園トイレ」改築
　・「第８分団消防待機宿舎」改築

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

c.効果値（a-b）

b.実績値 ３件
公共建築物の
新築・改築件数

a.現状値

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

公共施設管理システムの活用
(施設のあり方の検討を含む)

計　画

実　績

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
再整備ﾌﾟﾗﾝへの連携を図る

計　画

実　績

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

システム選定のプロポーザルの実
施
　システム構築を図り，公共施設
調査資料のデータ量抽出を実施

類似課題「公共施設の管理業務
支援」と連携し，公共施設台帳ｼｽ
ﾃﾑ化の導入を図る

計　画

実　績

新庁舎建設や六会市民センター改
築等
 　基本設計作成に向けた作業の
実施

平成28年度 平成29年度

実　施
スケジュール

施設の新築及び改築等の総合的
な事業費の検証
ユニバーサルデザインの導入や
環境への配慮，ＬＣＣの検証等

計　画

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
・計画的な維持管理手法として管理システム活用に伴う検証
　　施設の再配置等の考え方の検討
　　長寿命化プラン適用の検討
・公共施設再整備プランへの連携を図る

・管理システムを活用し予算要求等事務を効率的に進める
こと
　　関係各課との調整を行うこと
　　今後の施設の再配置等の在り方について検討を行うこと
・個別施設の再整備計画の策定への連携を図ること
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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   高齢社会における地域公共交通のあり方 課 題 番 号 (2)

所　管　部 　計画建築部・福祉部 関　係　課 　都市計画課・高齢者支援課

課 題 概 要
（取組前の状況）

　バス路線がない交通不便地域の解消に向けては，バス事業者が運行主体となり，本市が走行環境の整備などの支援を行う地域提案型バスの導入によって，その解決に取り組むとと
もに，高齢者支援の観点からいきいきシニアセンター３館を中心に市内を巡回する「湘南すまいるバス」を運行している。高齢化がさらに進む中，坂道が多く，路線バスの導入が困難な地
域では，地域住民が集まり，乗合ワゴンなど新たな地域公共交通の導入に向けた検討も進められている。そのような地域を，デマンド交通などでカバーする新たな取組が求められてお
り，このような取組を支援しながら，新たな公共交通システム導入や高齢者の外出を支援する取組が必要となっている。

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

　地域提案型バスの導入が困難な地域については，交通事業者と地域が連携する，新たな地域公共交通となるデマンド交通などでカバーして行く。その方向性としては，行政からの運行補助に頼らない高
齢社会を支える地域公共交通のあり方と併せて，湘南すまいるバスのあり方，外出支援のあり方を総合的に検討していく。
【取組の基本的な方向性】
　○運行については，国から乗り合い・乗用業務の許可を得ている一般乗り合い業者（緑ナンバー）が行うことを基本とする。
　○行政からの支援は，走行環境整備，車両購入補助などの初期経費（イニシャルコスト）の負担を基本とし，運行経費（ランニングコスト）への支援は行わないことを基本とする。運行経費については，運
賃（受益者負担）や，利用者等の会費などでまかなうことを基本とする。従って，行政改革の視点から，将来，恒常的な費用負担ができる限りかからないように，地域公共交通の整備方法を検討していく必
要がある。
　○市民ニーズにあった湘南すまいるバスの運行ルート等の見直しや高齢者の外出支援（乗車助成等）による間接的な公共交通運行支援。

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・交通に対するニーズの多様化，地域特性に応じた地
域交通サービスの充実を図るため，地域・交通事業者
と連携し持続可能な総合交通体系の検討
・地域公共交通会議で議論している地区（善行・御所
見・湘南大庭）の方向性の検討
・善行団地循環線，天神町循環線など既導入路線の
効果・検証
・湘南すまいるバスルート等の見直し及び高齢者の外
出支援（乗車助成等）の調査

・交通マスタープランに位置づけられている，地域特性
に応じた交通サービスの充実，地域のニーズにあった
サービス向上に向けた施策展開
・実証運行（善行地区）に向けた，地域との合意形成
・地域公共交通会議で議論している地区（善行・御所
見・湘南大庭）の方向性の決定
・湘南すまいるバスルート等の検討
・高齢者の外出支援（乗車助成等）の実施状況の調査

・交通マスタープランに位置づけられている，地域特性
に応じた交通サービスを行うため，運行計画の検討や
技術的支援の要綱（案）策定に向け，検討を進めた。
・善行地区における実証運行計画（ルート・運行回数）
策定に向け，検討を進めた。
・湘南すまいるバス停留所を２ヶ所追加。
・Ｈ26年度から御所見ルートの変更を決定。
・中核市を中心に全国の高齢者の外出支援における
バス助成制度の調査を実施。

・運営主体となる新たな組織体制の
構築。
・善行地区に適した交通サービスを
行うための支援要綱（案）の策定に
取り組む。
・湘南すまいるバスのルート見直し
に向け，乗降調査や利用者からの
意見等により検討する。

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・善行地区に適した交通サービスを行うための支援事
業要綱の策定
・善行地区における実証運行・周知活動の実施
・湘南すまいるバス（御所見ルート）の見直し。
・高齢者の外出支援（乗車助成等）の検討及び方向性
の決定

・善行地区に適した交通サービスを行うための支援事
業要綱の運用
・善行地区における実証運行の実施
・湘南すまいるバス，御所見ルートの変更
・高齢者の外出支援（乗車助成等）の方向性の決定

平成27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・実証運行の検証
・本格運行に向けた運行計画の修正
・本格運行の実施
・新規モデル地区の検討
・湘南すまいるバスルート等の見直し及び高齢者の外
出支援（乗車助成等）の実施

・本格運行の実施（１地区）
・高齢者の外出支援（乗車助成等）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
・地域，交通事業者との連携による地域公共交通シス
テムの運行計画の検討
・地域公共交通会議での検討
・既導入地域の導入効果などの検証

・利用促進のための周知活動の実施

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・新規モデル地区の運行計画
・既導入地域の運行改善

・実証運行の実施（１地区）
・導入地域の運行，改善検証
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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

地域に適した運行計画，技術
的支援事業要綱（案）の策定

計　画

実績

地域に適した交通サービスを
行うため，運行計画，技術的
支援の要綱（案）策定の策定
に向け，検討を進めた。

実証運行（善行地区）の実施
及び運行結果の検証

計画

実績

実証運行の検証及び
新規地区の検討

計　画

実　績

既導入地域の導入効果検証
新規モデル地区検討

計　画

実　績

既導入地域の運行改善
新規モデル地区の運行計画

計　画

実　績

湘南すまいるバスルート等の
見直し及び高齢者の外出
支援（乗車助成等）の実施

計　画

実績

・御所見ルート等の見直しを
行った。
・高齢者の外出支援における
バス助成制度の実施状況の調
査。

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

地域公共交通
を導入した地区

数

a.目標値 0 0 1 0 0 1

b.実績値 0 0

c.効果値（a-b） 0 △1

付　　記

・平成２４年度実績についてはなし

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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○

◇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 　事業の統廃合（公園と緑の広場の統廃合） 課 題 番 号 (1)

所　管　部 　都市整備部 関　係　課 　公園みどり課

課 題 概 要
（取組前の状況）

　本市の都市公園は，平成23年度末現在で294箇所，緑の広場は135箇所を設置している。公園は主に，都市計画決定された箇所を優先して整備している
が，未だに未着手になっている箇所も多く，居住地から半径250ｍ以内に公園が配置されていない区域（未到達区域）の解消が急務となっている。
　一方，緑の広場は都市部の空閑地の確保及び公園の代替機能を目的として設置しているものであるが，主に土地所有者との借地契約により確保している
緑地であるため，相続の発生などにより土地利用転換（借地契約解除）され，存続できなくなる事例が近年多くなっている。

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

　神奈川県内の都市計画公園は，長期未着手の公園が多数あることから，神奈川県の主導のもと平成27年度を目途とした全県的な都市計画公園の配置の見直し作業を行う
予定となっている。
　この作業の中で，都市計画公園と緑の広場の統廃合・転換も含めた配置の見直しを行った上で，長期未着手となっている都市計画公園の整備を図る。

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・神奈川県が主導し進行する平成27年度の都市計画
公園の見直しに向けた，資料収集，現地踏査，調査解
析及び配置素案の策定等

・現地踏査結果を基に配置の解析を行うとともに，国や
県との調整用資料の作成を行う

・５月下旬～７月上旬にかけ，藤沢市と県で個別ワーキ
ングを４回行い，都市計画公園の整備が長期未着手と
なっている原因や課題を把握。各事例ごとに行った
ケーススタディの検証結果を平成26年3月27日の神奈
川県都市計画審議会にガイドラインの骨子として報告
した。

・緑の広場統廃合箇所（案）の決定
（「都市計画公園への変更」と「統廃
合」）にあたっては緑の広場の現状
の使われ方，地権者の状況など
様々な状況を勘案する必要がある。

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・都市計画公園の計画見直しに伴う庁内調整作業並び
に関係機関との調整及び法令確認等
・緑の広場統廃合箇所（案）の決定（「都市計画公園へ
の変更」と「統廃合」）

・都市計画公園見直しを行うための国や県との調整
・緑の広場統廃合に伴う，土地所有者への事前説明

平成27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・都市計画公園の計画見直しによる都市計画変更 ・都市計画変更決定

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・緑の広場と統廃合した都市計画公園の整備 ・都市計画公園の整備（１箇所程度）

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・平成28年度と同様の取組を進める ・都市計画公園の整備（１箇所程度）
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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

都市計画変更に向けた資料
収集及び現地踏査・解析

計　画

実　績
県市による４回のワーキング
県市によるケーススタディ

都市計画決定の変更に伴う
国や県との調整

計　画

実　績

都市計画決定の変更

計　画

実　績

年間1公園以上の公園設置

計　画

実　績

年間1箇所程度の緑の広場
廃止
（公園への転換の為の廃止）

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

緑の広場から
公園に転換した

数

a.見込値 - - - 1 1 2

b実績値 0 0

c.効果値 - - - - - -

付　　記 　指標については，緑の広場から都市公園に転換した実績値を効果値とする。

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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◇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 　下水道管渠の長寿命化推進 課 題 番 号 (1)

所　管　部 　土木部 関　係　課 　土木維持課

課 題 概 要
（取組前の状況）

　本市で管理する約1,560㎞の下水道管渠のうち，布設後30年以上経過した管渠は約570㎞，10年後の平成34年には約1,040㎞と施設の老朽化が進み，道路
陥没事故等の増加が懸念され，維持管理にかかる費用も年々増加することが想定される。今後，限られた財源でいかに計画的に下水道管渠の更新や維持
管理を行い長寿命化を図っていくか検討する必要がある。(管渠延長は平成25年度末)

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

　平成22年度策定の「湘南ふじさわ下水道ビジョン」に基づき，管渠の老朽化対策として，従前の事後対応型から予防保全型維持管理への転換を図ることにより，排水機能の停止，道路陥没
事故等を極力未然に防ぎ，コスト縮減と事業費の平準化を目的とし長寿命化を推進するもの。また，長寿命化計画を策定し，特定財源を活用し改築を実施することで一般財源の削減を図る。
　1)　管渠詳細調査の実施　→　約1,560㎞の管渠のうち劣化度が高いと想定される主に南部処理区内の合流管，汚水管約400㎞及び東部処理区の村岡処理系統の汚水管約70㎞，計約470
㎞を優先的に調査を行う。平成24年度までに約65㎞が調査済みで，実施期間内に135㎞の調査を予定し，平成29年度末までに，合わせて約200㎞(約40％)の調査を完了する予定。
　2)　管渠長寿命化計画の策定　　→　特定財源を活用し，管渠更生等改築を実施するために，調査結果を基に長寿命化計画を策定する。
　3)　管渠更生の実施　 → 　計画を基に特定財源を活用しながら，5年間で約12㎞（鵠沼東部処理系統約8㎞，鵠沼西部処理系統約4㎞）の管渠更生の実施を想定。

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・鵠沼西部処理系統管渠詳細調査の実施
・南部処理区幹線管渠詳細調査の実施(3年/5年)

・管渠詳細調査　　鵠沼西部処理系統(約40㎞)
　　　　　　　　　　　　幹線管渠(約10㎞)

　下水道ビジョンに基づき，鵠沼西部処理系統(約40㎞)
及び幹線管渠(約10㎞)について計画どおり管渠詳細調
査を実施した。

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・鵠沼東部処理系統管渠更生工事の実施(1年/5年)
・鵠沼西部処理系統管渠長寿命化計画策定
・南部処理区幹線管渠詳細調査の実施(4年/5年)

・管渠詳細調査　　幹線管渠(約10㎞)
・計画策定　　　　　鵠沼西部処理系統
・管渠更生　　　　　鵠沼東部処理系統(約2㎞を想定)

平成27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・鵠沼東部処理系統管渠更生工事の実施(2年/5年)
・村岡処理系統管渠詳細調査の実施(1年/2年)
・南部処理区幹線管渠詳細調査の実施(5年/5年)

・管渠詳細調査　　村岡処理系統(約35㎞)の汚水管
　　　　　　　　　　　　幹線管渠(約10㎞)
・管渠更生　　　　　鵠沼東部処理系統(約2㎞を想定)

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・鵠沼東部処理系統管渠更生工事の実施(3年/5年)
・鵠沼西部処理系統管渠更生工事の実施(1年/5年)
・村岡処理系統管渠詳細調査の実施(2年/2年)
・南部処理区幹線管渠長寿命化計画策定

・管渠詳細調査　　村岡処理系統(約35㎞)の汚水管
・計画策定　　　　　南部処理区幹線管渠
・管渠更生　　　　　鵠沼東部処理系統(約2㎞を想定)
　　　　　　　　　　　　鵠沼西部処理系統(約2㎞を想定)

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・鵠沼東部処理系統管渠更生工事の実施(4年/5年)
・鵠沼西部処理系統管渠更生工事の実施(2年/5年)
・村岡処理系統汚水管渠長寿命化計画策定

・計画策定　　　　　村岡処理系統(汚水管)
・管渠更生　　　　　鵠沼東部処理系統(約2㎞を想定)
　　　　　　　　　　　　鵠沼西部処理系統(約2㎞を想定)
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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

管渠詳細調査の実施

計　画

実　績 50㎞

管渠長寿命化計画策定

計　画

実　績

管渠更生の実施

計　画

実　績

計　画

実　績

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

管渠詳細調査
の実施延長

a.目標値 ５０㎞ １０㎞ ４５㎞ ３０㎞ ０㎞ １３５㎞

b.実績値 ５０㎞ ５０㎞

c.目標との差 ０㎞ △８５㎞

付　　記
下水道管渠の長寿命化対策を実施することで，下水道事業費の平準化を図るとともに，事後対応型の維持管理から予防保全型の維持管理へ転換を図る。
*平成２４年度は幹線管渠の詳細調査(約10㎞)を実施。

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

現行では交付金交付対象外となる管渠施設の修繕の一部や標準耐用年数を経過していない管渠施設の改築等（更生を含む）について，それらを「下水道
長寿命化計画」に位置づけることで，社会資本整備総合交付金の交付対象とすることができる。また，長寿命化計画を策定し管渠の健全度を一定以上に
保つことによって，老朽化による道路陥没事故や機能停止を極力抑制することが期待でき，結果として修繕費等の事業費削減に資することができるもので
ある。

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 　橋りょうの長寿命化推進 課 題 番 号 (2)

所　管　部 　土木部 関　係　課 　土木維持課

課 題 概 要
（取組前の状況）

　本市が管理する橋りょうの多くは，高度経済成長期前後に架設されており，今後老朽化による主要部材の破断や落橋の恐れが懸念されるなか，従来の対症
療法的な「事後対応型」管理を続けていくと，大規模な補修や架替工事が一時的に集中し，財政負担が過大となることが確実である。したがって，今後，限ら
れた財源でいかに計画的に橋りょうの更新や維持管理を行い長寿命化を図っていくか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

３．コスト意識の徹底を図る改革

取 組 概 要

平成24年度策定の「橋りょう長寿命化修繕計画」（以下，計画という）に基づき，平成25年度より次の取組を実施する。
　1） 橋りょう補修工事の実施（平成25年度～） → 各橋りょうの損傷が深刻化する前に計画的かつ予防的に対応する「予防保全型」の管理へ転換し，延命化を図る。
　2） 定期点検の実施（平成26～27年度）　→　5年ごとに橋りょうの定期点検を実施することで，常に損傷状況を把握し，市民の安全性を確保する。
　3） 国庫交付金の活用（平成25年度～）　→　社会資本整備総合交付金の活用により，一般財源の支出縮減を図る。
　4） 工事を実施する際には，橋りょう耐震化事業等と，施工時期や施工方法などを十分調整し，効率的な執行を行う。

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題

・橋りょう補修工事の実施
・国庫交付金の活用

・橋りょう補修工事の実施
　　　龍宮橋塗装修繕外7橋

・橋りょう補修工事は計画に基づき，予定どおり完
了。
・国庫交付金は満額獲得できた。

・労務及び資材単価が平成25年
度末から急激に上昇し，さらに続
く傾向である。今後取組予定項目
の見直しを迫られることが懸念さ
れる。

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題

・橋りょう補修工事の実施
・国庫交付金の活用
・定期点検の実施（58橋）

・橋りょう補修工事の実施
　　　大庭大橋橋面修繕外3橋
・定期点検の実施
　　　久保田橋外

平成27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題

・橋りょう補修工事の実施
・国庫交付金の活用
・定期点検の実施（45橋）

・橋りょう補修工事の実施
　　　大庭大橋橋面修繕外2橋
・定期点検の実施
　　　長久保緑橋外

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題

・橋りょう補修工事の実施
・国庫交付金の活用

・橋りょう補修工事の実施
　　　西浜橋塗装修繕外2橋

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題

・橋りょう補修工事の実施
・国庫交付金の活用

・橋りょう補修工事の実施
　　　山本橋塗装修繕外4橋
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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

橋りょう補修工事の実施

計　画

実　績 8橋

定期点検の実施

計　画

実　績

国庫交付金の活用

計　画

実　績 満額獲得できた。

計　画

実　績

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

補修工事実施
橋りょう数

a.目標値 8橋 4橋 3橋 3橋 5橋 23橋

b.実績値 8橋 8橋

c.目標との差 0橋 △15橋

付　　記
＊目標値は計画された補修工事実施橋りょう数とする。
＊平成24年度は計画の策定を実施，したがって補修工事の実施数は０。

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

橋りょうの長寿命化修繕計画については，国土交通省指導のもと日本全国地方自治体の，老朽化を迎える橋りょう維持と保全を目的とした計画である。50
年～100年という長期的な視野で事業を進めていくことを前提とし，予防保全的に補修工事を実施することにより，財政負担の平準化と縮減を図るものであ
ることから，効果についても50年間で試算を実施しており，同計画と同時にスタートする本実行プランの５年間では財政的効果は現れない。
（参考）老朽化橋りょうの架替費用が無くなることから，50年間で約140億円のコスト縮減効果を試算している。

e.実績値
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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

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

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題

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

平成27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題

・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

・時間外勤務手当の削減額　１７，３４４千円

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題

・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
・見張り勤務の廃止

・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

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題

・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

・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。

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

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。

所　管　部 　消防局 関　係　課 　消防総務課

課 題 概 要
（取組前の状況）

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。

◇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 　勤務体制の見直し 課 題 番 号 (1)
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付　　記

駆け付け通報装置に掛け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掛けるコスト・・・約29,160千円（6年リース契約）※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】
・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掛けるコスト・・・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。

12,484千円 50,917千円

e.実績値 3,641千円 3,641千円
抑制効果額

d.目標値 3,808千円 9,657千円 12,484千円 12,484千円

付　　記

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】
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。
※6か月の試行運用から平成27年度以降の年間削減額を17,344千円（111,177円（1か月1署所平均削減額）×13署所×12か月≒17,344千円）と算出。

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.目標との差 △167千円 △65,096千円

17,344千円 68,737千円

b.実績値 3,641千円 3,641千円勤務体制見直
しによる効果

a.目標値 3,808千円 12,897千円 17,344千円 17,344千円

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
見張り勤務の廃止

計　画

実　績
駆け付け通報装置の設置

計　画

実　績 試行運用及び予算要求

平成28年度 平成29年度

実　施
スケジュール

駆け付け通報装置設置整
備の予算要求

計　画

実　施　項　目 平成25年度 平成26年度 平成27年度
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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 　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 課 題 番 号 (2)

所　管　部 　消防局 関　係　課 　救急救命課

課 題 概 要
（取組前の状況）

・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。

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

救急隊員の研修体制を見直し，研修施設として救急ワークステーションを運用することで，出動機能を備えた研修の場を確保するとともに，医師と顔の見える関係を構築し，必要に応じ医師
が救急車に同乗して出動することで救命率を向上させ，市民サービスの質的向上を図る。
１）救急ワークステーションの運用を開始する。
２）医師の同乗出動により救命率を向上させ，市民サービスの質的向上を図る。
３）医師と救急隊が顔の見える関係を築く。
４）病院実習者を当直員として有効に活用する(病院実習者は２４時間の当直とし，昼間は日勤の救急WS担当員が病院実習者の代わりに救急出動し，夜間時間帯は本町救急隊員の一員と
して出動することで，救急隊当直員の確保に活用する。）

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・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

・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

・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

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 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
・高度な救急医療が提供された成果の実現
・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
・救急隊当直員の確保に実績を残す

平成27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 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
・高度な救急医療が提供された成果の実現
・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
・救急隊当直員の確保に実績を残す

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 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
・高度な救急医療が提供された成果の実現
・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
・救急隊当直員の確保に実績を残す

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・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
・高度な救急医療が提供された成果の実現
・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
・救急隊当直員の確保に実績を残す
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２６人 １０４人２６人 ２６人 ２６人

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

運用方針検討・決定

計　画

実　績 運用方針を決定した

運用開始

計　画

実　績 運用を開始した

救急隊員の能力向上

計　画

実　績 救急救命士の能力向上が図られた

救命率の向上
（医師同乗出動）

計　画

実　績 88件

当直員確保への貢献
（救急ＷＳでの再教育病院実
習）

計　画

実　績 126当直

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

WS運用による
効果

（有効事案）

a.現状値

b.実績値 ８８件 ８８件

c.効果値 ７６件 ７６件

付　　記

・b  市民病院の医師が同乗し救急出動した件数を実績値とする。
・ｃ　医師が同乗したことにより傷病者に対して効果があり，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。

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

WS運用による
効果

（当直員確保）

a.目標値 －

b.実績値 ２１人 ２１件

c.効果値 １２６当直 １２６当直

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

　
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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○

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・服務規程の見直し
・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
・新任校長・教頭研修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，事故防止研修，臨時的任用職員，非常勤
講師に対する服務研修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。

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・服務規程の見直し
・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
・新任校長・教頭研修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，事故防止研修，臨時的任用職員，非常勤
講師に対する服務研修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。

平成27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・藤沢市立学校教職員全員に服務規程の周知
・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
・校長，教頭研修にて服務規程に関する研修を行う

・服務規程印刷，配布　　・身分証明書発行
・学校運営研修，事故防止研修，臨時的任用職員，非常勤
講師に対する服務研修について検討した内容にて実施。
・校長，教頭に服務規程に関して熟知してもらう。

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・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，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
・学校運営研修，事故防止研修，臨時的任用職員，非常勤
講師に対する服務研修について検討した内容にて実施。

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・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，事故防止研修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，事故防止研修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につい
て，対象，時期，内容について検討する

・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。

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

　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，事故防止研修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の検討。

所　管　部 　教育部 関　係　課 　学務保健課・関係各課

課 題 概 要
（取組前の状況）

　これまでは「県立学校職員服務規程」を準用していたが，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，その徹底
を図る必要がある。

◇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 　藤沢市立学校教職員服務の適切な管理 課 題 番 号 (1)
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付　　記

e.実績値
抑制効果額

d.目標値

付　　記
事故報告書の件数については，実績のみを表示するものとする。
平成２４年度・・２1件

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

－ －

b.実績値 １４件 １４件
県教委へ提出
した事故報告

書の件数

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

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，事故防止研修会実施。
・臨時的任用職員事故防止研
修会実施

・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。

計　画

実　績

・服務規程印刷，配布
・身分証明書発行
・服務規程の見直し

計　画

実　績

・藤沢市立学校教職員服務規
程作成
・校長，教職員への周知

計　画

実　績 素案作成，法務課へ内容確認依頼

平成28年度 平成29年度

実　施
スケジュール

・服務規程原案作成

計　画

実　施　項　目 平成25年度 平成26年度 平成27年度
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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 　いじめや不登校等の悩みを抱える児童生徒とその保護者への対応の充実 課 題 番 号 (2)

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，相談件数も増加している。今後も相談件数は増加するものと思わ
れるため，現在の配置日数では，きめ細かい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，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。

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の増員配置の計画及び学校教育
相談センターにおける相談体制の充実
・スクールソーシャルワーカーの増員配置の計画
・いじめ防止対策担当スクールカウンセラー１人の配置，
及び各小中学校における巡回相談と教職員への研修を
実施
・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・福祉部との定期的な連絡会議の実施

平成27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
・スクールソーシャルワーカーの適正な派遣
・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２人の増員及び相談体制の充実
・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
・スクールソーシャルワーカー１人の増員
・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４人の増員
・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
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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
・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　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

スクールカウンセラー
増員

計　画

実　績
増員及び学校への配置のあり
方について課題の整理

相談体制の連携強化に
向けた検討

計　画

実　績
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

いじめ防止対策の充実

計　画

実　績
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

スクールソーシャルワーカー
増員

計　画

実　績
児童生徒の支援に向けた，保
護者と学校や関係機関との連
携の充実

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

児童生徒の
不登校率

a.目標値 0.94% 0.93% 0.92% 0.91% 0.90%

b.実績値 1.12%

c.目標との差 0.18%

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％。

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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○

◇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 　学校施設の効率的な維持管理 課 題 番 号 (3)

所　管　部 　教育部 関　係　課 　学校施設課

課 題 概 要
（取組前の状況）

　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。

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

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

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・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

・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。

・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。

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・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・設備の老朽化等の把握
・修繕箇所の優先順位付け
・設備等保守点検結果に基づく予防保全型修繕の実施
・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

・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。
・設備等保守点検結果に基づく予防保全型修繕の実施
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・設備の維持・更新等を含んだ再整備計画の考
え方の整理

平成27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・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
・修繕箇所の優先順位付け
・設備等保守点検結果に基づく予防保全型修繕の実施
・学校施設再整備計画実施計画の策定

・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。
・設備等保守点検結果に基づく予防保全型修繕の実施
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
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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
・再整備計画に基づく施設，設備の計画的な改修
・施設の老朽化等の把握
・修繕箇所の優先順位付け
・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・設備改修等工事の実施
・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。
・設備等保守点検結果に基づく予防保全型修繕の実施
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。

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・再整備計画に基づく施設，設備の計画的な改修
・施設の老朽化等の把握
・修繕箇所の優先順位付け
・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・設備改修等工事の実施
・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。
・設備等保守点検結果に基づく予防保全型修繕の実施
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。
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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

教育振興基本計画に基づく
計画的な施設，設備の改修

計　画

実　績

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。

施設・設備の老朽化等の把
握

計　画

実　績
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。

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

実　績

修繕箇所の優先順位付け

計　画

実　績
優先順位を付けて，緊急度の
高い箇所から修繕を行った。

学校施設再整備計画の策
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

修繕全体に占
める向上型修
繕の割合（件

数）

a.目標値 7% 8% 9% 10% 11%

b.実績値 8%

c.目標との差 1%

付　　記

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。

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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○

◇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

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
・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）

平成27年度

取組項目（予定） 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）

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 . 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）

平成29年度

取組項目（予定） 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）

95



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
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
/経常収支比率 104.2%

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%

c.目標との差 4.2%

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

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 　市民病院再整備による療養環境の向上 課 題 番 号 (2)

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

老朽化した東館の建て替えを中心とする市民病院再整備事業を円滑に進め，ゆとりある病室や外来患者にわかりやすい診察室等の配置など患者が質的向上を実感できる療養環境を提供する。
また，新東館を免震構造とすることで，大地震時の揺れを軽減し，建物内部の安全性を高める。
併せて，建設から25年が経過した西館の改修を行い，西館入院患者の療養環境の改善を図る。

所　管　部 　市民病院 関　係　課 　病院総務課

課 題 概 要
（取組前の状況）

市民病院東館は，昭和４６年の建設以来４０年以上が経過し老朽化が進んでいる。将来にわたり，地域の基幹病院としての使命や災害拠点病院等の役割を果たしていくため，東館の
建て替えを中心とした再整備を早期に進めていく必要がある。

平成25年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題
・前年度からの実施設計業務の継続
・現東館北側の建物（管理棟他）の解体
・新東館の建設着手

・工事スケジュールに遅延が生じないよう監理すること
・議会への報告及び，市民（患者）へのホームページ等
による周知

・別館，救急ワークステーション等を供用開始したほ
か，新東館建設予定地にある既存建物の解体及び実
施設計業務を完了させた。
・12月からは，新東館の本体建設工事に着手し，基礎
杭の打設まで完了させた。
・12月市議会定例会において事業の取り組み状況を報
告するとともに，市民に対しては，ホームページを適宜
更新するなど事業の周知を行った。

平成26年度

取組項目 成果目標 成果実績 次年度課題

新東館の建設
西館の改修設計

・工事スケジュールに遅延が生じないよう監理すること
・議会への報告及び，市民（患者）へのホームページ等
による周知

平成27年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・新東館の建設
・新東館（ホールなど一部を除く）の供用開始
・西館の改修
・西館の供用開始
・現東館の一部解体

・工事スケジュールに遅延が生じないよう監理すること
・議会への報告及び，市民（患者）へのホームページ等
による周知
・新東館（ホールなど一部を除く）と西館の供用による，
患者が質的向上を実感できる療養環境の提供

平成28年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・現東館の一部解体
・新東館ホール等の建設

・工事スケジュールに遅延が生じないよう監理すること
・議会への報告及び，市民（患者）へのホームページ等
による周知

平成29年度

取組項目（予定） 成果目標 成果実績 次年度課題
・新東館ホール等の建設
・新東館ホール等の供用開始
・現東館の解体
・新東館エントランスの建設
・外構工事
・全館供用開始

・外構を含めた全館供用による，患者が質的向上を実
感できる療養環境の提供
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付　　記

e.実績値
抑制効果額

d.目標値

付　　記

・平成24年  5月　設計施工一括発注方式による公募型プロポーザルで選定した事業者と契約を締結
・平成24年  8月　旧看護師寮の解体
・平成24年11月　基本設計完了後，実施設計に着手
　　　　　　　　　　　別館及び救急ワークステーション等の付帯設備の建設に着手
※再整備事業の進捗率については，支払額を元に算出している。

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.目標値との差 0%

平成29年度 合　　計

藤沢市民病院
再整備事業進捗

率

a.目標値 12.06% 24.92% 75.80% 79.35% 100％

外構工事
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

b.実績値 12.06%

西館の改修
計　画

実　績

現東館の解体
計　画

実　績

新東館の建設
計　画

実　績

西館の改修設計
計　画

実　績

実　績 11月末で５棟の解体完了

現東館北側の建物（管理棟
他）の解体

計　画

実　績 11月末で業務完了

平成28年度 平成29年度

実　施
スケジュール

実施設計業務の完了
計　画

実　施　項　目 平成25年度 平成26年度 平成27年度

12月から建設工事に着手
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みんなが笑顔に!

未来の藤沢のために、はじめます

藤沢市行財政改革推進本部
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