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H23 H24 H25 H26 H27

参加目標世帯

2,000 2,100 2,200 2,300 2,400

実績

1,631 1,670 1,688 1,717 1,716

達成率等

81.55% 79.52% 76.73% 74.65% 71.50%

H23

H24

H25

H26

H27

H23 H24 H25 H26 H27

利用度

92% 94% 96% 98% 100%

達成率等

78.73% 117.83% 81.16% 75.26% 76.71%

H23

H24

H25

H26

H27

H23 H24 H25 H26 H27

目標利用件数

140 150 160 170 180

実績

159 153 126 130 131

達成率等

113.57% 102.00% 78.75% 76.47% 72.78%

H23

H24

H25

H26

H27

基本方針 １：住民参加による開かれた行政

延べ１３０件６６８人の利用があった。 稼働日数は３５８日で、連合婦人会、あかりの会、生活クラブなどの団体が利用している。

延べ１３１件６９３人の利用があった。 稼働日数は３５９日で、連合婦人会、あかりの会、生活クラブなどの団体が利用している。

3

まちづくり協働サポート
センターの有効活用

協働活動の拠点として設置し
た協働サポートセンターであ
るが、年々利用率が低下して
いる。センター活用の見直し
を図るとともに、あらゆる場
面で活用できるよう各団体等
にＰＲする必要があります。

サポートセンターのホームペ
ージによる協働事業の情報を
積極的に受発信し、随時情報
を提供する。
活用について、会議、相談事
業等積極的にＰＲします。

利用件数の増をめざ
す。
平成27年度目標
利用件数180件

施設利用が無料であり、各団
体の協働事業、活動の場とし
て広く活用することで、協働
の底辺拡大が図られます。

総務課

延べ１５９件の利用があった。 稼働日数は３５８日で連合婦人会、あかりの会、生活クラブなどといった団体が利用しており、公益活動の機会と場所を提供している。

延べ１５３件９２５人の利用があった。 稼働日数は３５８日で連合婦人会、あかりの会、生活クラブなどといった団体が利用している。

延べ１２６件８１３人の利用があった。 稼働日数は３５８日で、連合婦人会、あかりの会、生活クラブなどの団体が利用している。

７件の申請があり、７件全てが採択され、3,835,964円を支援した。

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果
年度別計画

魅力的で活力のある協働のま
ちづくりの実現のため、地域
コミュニティ活動の推進と地
域社会、人間関係の基盤づく
りにつながります。

総務課

１１件の申請のうち、１０件を採択し、3,149,118円を支援した。 うち、1,218,616円の備品については、事業の趣旨にかなうため公費負担で購入し、申請者のみならず多くの町民に
活用いただくため、公共施設へ配備した。

１７件の申請のうち、１５件を採択し、4,713,250円を支援した。

１５件の申請のうち、９件を採択し、4,058,057円を支援した。

１０件の申請のうち、８件を採択し、3,762,776円を支援した。

年度別計画

2

チャレンジ事業支援金
の有効活用

民公協働を推進するための制
度として導入され、高校生か
ら地域活動まで幅広く活用さ
れ、一定の成果を上げていま
す。

公益団体をはじめとして、高
校生、地域コミュニティなど
町の資源を活かした、まちづ
くりや地域活性化につながる
個性とアイデアのある事業へ
支援をします。

チャレンジ事業支援
金利用度
平成27年度目標
100％

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果

平成23年度ごみの有
料化導入
一部収集体制の充実
及び組織の拡大。
平成27年度
目標加入世帯
2,400世帯

焼却ごみの減量を図ることに
より、環境及び焼却施設への
負荷が軽減され、循環型社会
の構築につながります。

具体的な取組事項 １ 参画協働の推進

年度別計画
取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果№

1
住民環境課

年度末参加世帯数1,631世帯（内訳：260グループ1,319世帯、個人参加312世帯）（前年度比113世帯増） その他公共施設等10施設 生ごみ搬入量246トン（前年度比55トン増）

年度末参加世帯数1,670世帯（内訳：267グループ1,351世帯、個人参加319世帯）（前年度比 39世帯増） その他公共施設等10施設 生ごみ搬入量238トン（前年度比 8トン減）

年度末参加世帯数1,688世帯（内訳：270グループ1,365世帯、個人参加323世帯）（前年度比 18世帯増） その他公共施設等11施設 生ごみ搬入量221トン（前年度比17トン減）

年度末参加世帯数1,717世帯（内訳：276グループ1,377世帯、個人参加340世帯）（前年度比 29世帯増） その他公共施設等11施設 生ごみ搬入量221トン（前年度同）

年度末参加世帯数1,716世帯（内訳：278グループ1,364世帯、個人参加352世帯）（前年度比 1世帯減） その他公共施設等11施設 生ごみ搬入量209トン（前年度比12トン減）

生ごみ減容リサイクル
事業の推進

平成17年度から立ち上げたこ
の事業は、当初加入者が多く
あったものの、５年を経過し
参加者が伸び悩んでいる。23
年ごみ一部有料化に併せ加入
者が増えることが予想される
が目標値達成に遠く、推進委
員会の今後のあり方も含め検
討する必要があります。

ごみの減量化を図ることを目
標に、減量リサイクル事業と
家庭での自家処理を進め、住
民主体で事業を進めることに
より、意識の高揚につなげま
す。

基本目標：１ 参画協働による自治体運営／２ 公正で透明性の高い情報交換

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

年度別

実施状況

年度別

実施状況

年度別

実施状況
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基本方針 １：住民参加による開かれた行政

基本目標：１ 参画協働による自治体運営／２ 公正で透明性の高い情報交換

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

H23 H24 H25 H26 H27

調整／検討 試行 実施

達成率等

検討 試行・実施 実施 実施 実施

H23

H24

H25

H26

H27

H23 H24 H25 H26 H27

検討 実施

２件 １件 ３件 ２件 ４件

達成率等

検討・実施 検討・実施 実施 実施 実施

H23

H24

H25

H26

H27

効 果

建設水道課／関係各課

街路樹の落ち葉清掃について検討。［建設水道課］

第６区雪かきボランティア会を当町の地域除雪支援体制整備のためのモデル地区として定め、除雪機２台の貸出しを行った。［総務課］
この街学園との協働による町道古川通り線植樹帯への植栽管理の試行。［建設水道課］

第２区、５区、６区、９区、１０区に除雪機を貸出し、地域住民による延べ３６日、１１５回の除排雪が行われた。［総務課］
この街学園との協働により、町道古川通り線植樹帯へ、ラベンダーを植栽管理した。［建設水道課］

№
年度別計画

「地域住民の協働意識」の高
まりや「美化の実効」、「ま
ち美化への関心」の高まり、
「ボランティア活動全般への
活性化」、「協働によるまち
づくりへの関心」など、地域
のつながりや環境に関する意
識変化への効果が期待されま
す。

効 果

現状と課題 実施内容 目 標

地域、企業、
ボランティア
団体との調
整、検討

町内全ての区に除雪機を貸し出し、地域住民による延べ３８日、４５回の除排雪が行われた。［総務課］
この街学園との協働により、町道古川通り線植樹帯へ、ラベンダーを植栽管理した。［建設水道課］

町内全ての区に除雪機を貸し出し、地域住民による延べ１５日、２５回の除排雪が行われた。［総務課］
この街学園との協働により、町道古川通り線植樹帯へ、ラベンダーを植栽管理した。［建設水道課］

年度別計画

4

地域との協働によるア
ダプトプログラムの構築

除雪、道路・公園清掃などは
個人、町内会、福祉ボランテ
ィア等の活動で行われていま
すが、高齢化に伴い参加者が
減少し、地域が必要とするボ
ランティア活動を個人や地域
団体がいつでも担える現状と
なっていません。

住民と行政がお互いの役割分
担を明確にして、パートナー
シップのもとで誰もが気軽に
参加するアダプトプログラム
制度導入を検討します。

平成23年度
検討
平成24年度
試行
平成25年度
実施

「第７次下諏訪町総合計画」（案）に対して、町民等から意見を募るため、町ホームページ上でパブリックコメントを実施した。
「下諏訪町未来を拓く総合戦略」（案）に対して、町民等から意見を募るため、町ホームページ上でパブリックコメントを実施した。［総務課］
「下諏訪町健康づくり計画（第２次）」（案）に対して、町民から意見を募るため、町ホームページ及び保健センター窓口にてパブリックコメントを実施した。[健康福祉課]
「諏訪湖周サイクリングロード基本計画（素案）に対して、諏訪建設事務所の取りまとめにより、諏訪市・岡谷市と共にホームページや窓口にてパブリックコメントを実施した。[建
設水道課]

パブリックコメ
ント実施件数

広く町民から意見・提案・改
善案などを求めることは、協
働のまちづくりを推進するた
めの一つの手法であり、その
結果を反映させることによっ
て、透明性のあるよりよい行
政が構築されます。

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標

全課

国土交通省において、リニア中央新幹線のルート決定等に関する「答申（案）」に対してパブリックコメントを実施した。リニア中央新幹線建設促進諏訪地区期成同盟会の事務局
である諏訪広域連合の取りまとめにより、６市町村のホームページでもパブリックコメントを募集した。［総務課］
下諏訪町障害福祉計画策定委員会に依頼をして、第3期下諏訪町障害福祉計画を策定したが、その計画の素案づくりの参考とするための町民（身体障害者手帳・療育手帳・精
神障害者保健福祉手帳所持者から約500人を抽出）の意向調査を実施した。［健康福祉課］

下諏訪町スポーツ推進審議会で策定した「下諏訪町スポーツ推進計画（案）」に対して、町ホームページにてパブリックコメントを実施し町民から意見を募集した。［教育こども課］
5

公募委員の活用とパブ
リックコメントの実施と
充実

計画策定や事業実施の際に、
ホームページ等で町民の意見
を聞く機会を設けていますが
更に協働のまちづくりのため
住民参加を推進する必要があ
ります。

計画策定や事業計画に住民意
見を反映させるため、提案、
意見など計画段階から住民参
加を推進し、併せて法制化に
向けた検討を進めます。

条例、要綱等の制度
化に向けた検討

平成25年度実施

「国土利用計画第２次下諏訪町計画（案）」に対して、町民から意見を募るため、町ホームページ上でパブリックコメントを実施した。［総務課］
２６年度に策定予定の「高齢者福祉計画」の基礎資料とするため、６５歳以上高齢者（要介護認定者を除く）から８７９人を無作為抽出し、県実施の高齢者生活・介護に関する実
態調査のサンプルを合算した１,０００人に対しアンケート調査を実施した。 なお、アンケート中にはパブリックコメントとして自由記載欄を設定した。［健康福祉課］
下諏訪町議会が策定した「下諏訪町議会基本条例（案）」に対して、町議会ホームページにてパブリックコメントを実施し、町民から意見を募集した。［議会事務局］

高齢者福祉計画策定委員を町ホームページで一般公募した。また、「第７次下諏訪町高齢者福祉計画（案）」に対して、町民から意見を募るため、課来庁者窓口及び町ホーム
ページ上にてパブリックコメントを実施した。[健康福祉課]
「下諏訪町子ども・子育て支援事業計画」の策定にあたり、町ホームページ等でパブリックコメントを実施した。［教育こども課］

年度別

実施状況

年度別

実施状況

取組事項
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基本方針 １：住民参加による開かれた行政

基本目標：１ 参画協働による自治体運営／２ 公正で透明性の高い情報交換

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

H23 H24 H25 H26 H27

実施

800 850 900 950 1,000

達成率等

1,190 776 637 527 442

H23

H24

H25

H26

H27

H23 H24 H25 H26 H27

実施

目標参加人数

4,200 4,400 4,600 4,800 5,000

実績

4,400 4,500 4,700 4,442 4,793

達成率等

104.8% 102.3% 102.2% 92.5% 95.9%

H23

H24

H25

H26

H27

H23 H24 H25 H26 H27

ハード実施

ソフト実施

達成率等

実施 実施 実施 実施 実施

H23

H24

H25

H26

H27

遊歩道の整備、植栽などを支
援しながら、地域のコミュニ
ティ拠点公園としての位置づ
けを図ります。

平成23年度実施
ハード部分
平成25年度まで
ソフト部分
継続実施

スタッフ不足を解消するため、スタッフ募集パンフレットを作成して行事の際に保護者に手渡し、理解いただいた方を新たなスタッフとして確保した。

浮島や八幡山など、身近な自然の中で遊び企画を実施した。夏休み中のイベント内容が天候に左右されるため、参加人数が減少してきている。（夏３日、秋１日、春３日）

１０年目の節目の年であった。 活動も定着しており、スタッフの創意工夫のもと、活動が行われた。 参加児童数の減は、開催日の減によるもの。 （夏２日、秋１日、春２日）

年度別計画

効 果
年度別計画

8

地域コミュニティ基盤づ
くりの支援

地元城山会によりＨ20～22に
おいてテャレンジ事業として
支援を受けてきたが支援期間
終了後においても、公園整備
が必要となっています。この
ように、公益活動団体がまち
づくりに主体的に取り組んで
いるため、今後各団体の活動
拠点としての位置づけが課題
となります。

参加者増に向けて教室内容及び町民への周知等について見直しを行った。また、小中学校の学校体育と連携し、児童生徒の体力向上を図った。

ニュースポーツ教室のひとつで好評である、「スポーツ吹矢教室」の開催日を倍増し、参加者数の増大を図った。

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果
年度別計画

体育指導委員会並びにNPO体育協会との連携を図り、スポーツ出前講座・ニュースポーツ教室などの健康づくりや、体協加盟団体のスポーツ教室・大会を通じての競技力向上
をめざしている。

6

児童の居場所づくりの
推進

平成18年に推進員会を発足、
学校の空き教室等を利用し定
期的に開催してきましたが、
参加児童の減少やスタッフの
不足が課題です。

他団体の協力を得て、長期休
業期間中の開催や南・北小学
校合同開催を進めます。

参加児童数
平成27年度目標
延べ人数
1,000人

児童の体験の機会や安心で安
全な児童の居場所を提供し、
青少年の健全育成に寄与しま
す。

教育こども課

長期休業期間、２小学校で開催。 また、南・北小学校の親睦を図るため合同のイベントを開催するなど事業として定着しつつある。

小学校での開催はやめ、あすなろ公園を拠点に長期休業期間等、児童の居場所を開設。 また、浮島や屋内運動場を会場にイベントを開催した。

具体的な取組事項 ２ 地域コミュニティの支援

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果

町スポーツ推進委員
会、ＮＰＯ下諏訪町体育
協会の事業の見直しと
各種事業の自主的運
営

ニュースポーツをスポーツ推
進委員会へ、各種教室や大会
開催をＮＰＯ下諏訪町体育協
会へ委託し協働事業として取
り組んでいます。

スポーツ少年団や総合型地域
スポーツクラブの設立をめざ
し、検討を進めます。また、
町民の健康増進を目的とした
スポーツ推進委員が開催する
ニュースポーツ教室等へ多く
町民が参加できる体制を整え
ます。

教室等参加人数
平成27年度目標
延べ人数
5,000人

高齢者をはじめ、地域住民、
青少年等、より多くの参加を
促すことにより、町民の健康
増進を図ることができます。

２３年度事業を踏襲し、生涯一町民一スポーツを基本理念とする下諏訪町スポーツ推進計画を作成した。

下諏訪町スポーツ推進計画が策定された。 この計画に基づき、若年層から高齢者まで、生涯一町民一スポーツを目標とし、引き続き生涯スポーツの普及をめざしている。

整備に必要な花苗、肥料その
他消耗品等を町が用意し、労
力は城山会にお願いすること
で双方の目的を達成すること
が可能となります。

城山会により積極的に整備がなされた。

城山会により主体的に維持管理がなされた。

城山会により、自主的に維持管理がなされた。

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標

城山会により、自主的に維持管理がなされた。 また、町との維持管理協定を平成３０年１２月３１日まで延長更新した。

城山会により、自主的に維持管理がなされた。

建設水道課

年度別

実施状況

教育こども課7

年度別

実施状況

年度別

実施状況
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基本方針 １：住民参加による開かれた行政

基本目標：１ 参画協働による自治体運営／２ 公正で透明性の高い情報交換

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

H23 H24 H25 H26 H27

実施

参画率目標

25% 28% 30% 33% 35%

達成率等

23.8% 23.8% 29.2% 31.1% 29.3%

H23

H24

H25

H26

H27

３７委員会の委員718人中、女性の委員は171人を占めている。（23.8％）［総務課］
防災会議委員に新たに３人の女性委員を追加任命した。（委員２９人中女性３人）［総務課］
固定資産評価審査委員会委員３人中女性１人。［税務課］
交通安全推進協議会委員 委員数１２４人（うち、女性３５人）。［建設水道課］
消防団員２６５人中、女性団員は女性消防団員６人、音楽隊内に１４人。 なお、女性消防隊定数割れのため、募集に努めているが希望者が集まらない状況である。［消防課］

３７委員会の委員７１８人中、女性の委員は１７１人を占めている。（２３.８％）［総務課］
固定資産評価審査委員会委員３人中女性１人。［税務課］
交通安全推進協議会委員 委員数１２３人（うち、女性３６人）。［建設水道課］
女性消防団員数が定員割れの為、募集に努めているが入団希望者がなかなか集まらない現状にある。［消防課］

４４委員会の委員1,518人中、女性の委員は472人を占めている（31.1%）。［総務課］
固定資産評価審査委員会委員３人中、女性１人。［税務課］
農業委員会委員１１人中、女性２人［産業振興課］
交通安全推進協議会委員１１４人のうち、女性３０人。［建設水道課］
消防団員２５８人中、女性団員は女性消防隊６人、音楽隊１６人となっている。応急手当の普及啓発や火災予防など広報活動に効果を上げているものの、団員確保は募集に努
めているが困難な状況である。［消防課］

実施内容 目 標 効 果現状と課題

平成27年度
女性参画率
下諏訪町目標35％

総務課／全課

取組事項

４５委員会の委員1,519人中、女性の委員は445人を占めている（29.3%）。［総務課］
固定資産評価審議委員会委員３人中、女性１人。[税務課]
農業委員会委員１１人中、女性２人［産業振興課］
交通安全推進協議会委員１１５人のうち、女性３１人。［建設水道課］
消防団員２５６人中、女性団員は女性消防隊６人、音楽隊１６人となっている。応急手当の普及啓発や火災予防など広報活動に効果を上げている。（広報活動には町内保育園
への防災に関する啓発もある）［消防課］

年度別計画

男女の違った視点から、広く
意見を聞くことができ、また
多くの町民が行政の仕組みや
まちづくりに関心を持つこと
で、協働して事業を実施する
ことができます。

性別による固定的役割分担意
識は、いまだ根強く残ってお
り、政策方針決定過程におい
て、男女が対等に参画できて
いないのが現状です。
（平成22年度 22％）

男性も女性も共にまちづくり
や地域活動に参画できるよう
各団体や地域などへ周知する
など、支援体制の充実を図り
町の審議会等の女性参画率、
35％をめざします。

３ 男女共同参画の推進

４７委員会の委員1,539人中、女性の委員は449人を占めている。（29.2％）［総務課］
固定資産評価審査委員会委員３人中、女性１人。［税務課］
交通安全推進協議会委員１２１人のうち、女性３５人。［建設水道課］
消防団員２５２人中、女性団員は女性消防隊６人、音楽隊１３人となっている。 応急手当の普及啓発や火災予防など、ソフト面での広報活動に効果を上げている。［消防課］

9

男女共同参画社会実
現のための女性参画率
の向上

具体的な取組事項

№

年度別

実施状況
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基本方針 １：住民参加による開かれた行政

基本目標：１ 参画協働による自治体運営／２ 公正で透明性の高い情報交換

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

H23 H24 H25 H26 H27

実施

定例会等

６回 ４回 ４回 ３回 ５回

総訪問者数

296,161件 330,350件 321,334件 366,280件 391,481件

達成率等

６回 ４回 ４回 ３回 ５回

H23

H24

H25

H26

10

ホームページの有効活
用と行政情報の受発信

平成22年10月よりホームペー
ジがリニューアルされ、行政
情報がより迅速・詳細・正確
に発信できるようになりまし
た。多くの人にとって有益な
ものになるようさらに各ペー
ジを充実させていくことが必
要です。

新しいホームページ管理シス
テムにより、各課の情報が迅
速・正確に発信できるよう努
めます。
また、数ヶ月ごとに定例会を
開き、よりよいホームページ
にしていくための課題を探り
ます。

毎年度実施 ホームページの充実は、住民
をはじめ全国の人に下諏訪町
の情報や魅力を伝えることに
つながります。
今後も見ていて楽しく飽きな
いホームページづくりを心が
け、充実したものにします。

全課

ホームページ改善の打ち合わせ年間6回開催。ホームページの充実として下諏訪町をPR するため、トップ画像の変更及び活用、動画の配信、イベントカレンダーの充実を図り、
平成23年度の総訪問者数は296,161件と前年度比48,885件の増となった。［総務課］
各税金の改正内容等のＰＲ。［税務課］
消防、防犯等行事のお知らせや記事を広報することで、住民が消防への理解と興味を深めることにつながった。［消防課］
議会開催に伴う議会日程、議決状況などホームページに掲載して議会情報の発信を行った。［議会事務局］

ホームページ改善の打ち合わせ年間4回開催。 災害時の情報発信の充実として防災専用ポータルページを改修し、災害時対応の充実を図った。 また、トップ画像の構成、動画
の配信、季節に合った情報の提供等、アクセスしやすく、リアルタイムな情報提供に努めた。 平成24年度の総訪問者数は330,350件と前年度比65,811件の増となった。［総務課］
各税金の納期や、休日納税窓口の開催日、税制改正による主な変更点、「ふるさと納税」内容等のＰＲを行った。［税務課］
住宅リフォーム補助制度改正に伴う情報発信に努め、新年度からスムーズな運営につながった。［産業振興課］
消防関連行事の記事を掲載し広報も実施した。［消防課］
施設等で開催された行事・講座を 「イベント情報・最近の話題・ニュース」 に随時アップし、内容を紹介した。［教育こども課］
議会開催日程、議決状況などの議会情報や各種監査報告書等をホームページに掲載して情報発信を行った。［議会事務局］

ホームページ改善の打合せ年間４回開催。 見やすさ、親しみやすさを基本とし、トップ画面に四季折々の町行事を載せ変化に富んだ情報発信に努めた。 統計関連のページに
は、各項目毎に入り口を作成し、わかりやすさの改善を図った。 ２５年度の総訪問者数は321,334件で、前年度とほぼ同数であった。 また、使用者が増加しているスマートフォン
への対応の検討を行った。［総務課］
２５年４月より、下諏訪町出会い・婚活プロジェクトの専用ページを町のホームページ内に開設した。 イベント情報や婚活のヒントを随時掲載し、より効果的な情報発信に努めた。
また、空き家バンクの物件情報ページをリニューアルし、一覧性を高めた。［総務課］
各税金の納期や休日納税窓口の開催日、税制改正による主な変更点、「ふるさと納税」内容等をＰＲした。［税務課］
申請件数の多い各種申請書及び記入例（福祉タクシー等助成事業、特別養護老人ホーム入所希望書ほか）について、ホームページのオンラインサービス・申請書ダウンロード
のコンテンツに登載し充実を図った。［健康福祉課］
毎月の火災・救急件数や消防行事並びに防犯活動について掲載することで、住民意識の高揚に繋がった。［消防課］
子育て支援に関する情報を住民により一層わかりやすく提供するため、サブコンテンツ等の改善を行った。 また、教育委員会や学校が主催する事業について、参加募集や結果
等の広報を行い、教育委員会を身近なものとする取組を行った。［教育こども課］
議会開催日程、議決状況などの議会情報や各種監査報告書等をホームページに掲載して情報発信を行った。 また、９月議会終了後に、議会改革の取り組みとして町民への情
報公開を進めるため「議会だより」を発行した。［議会事務局］

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果

具体的な取組事項 ４ 広報・広聴機能の充実

ホームページについては、見やすさや使いやすさを念頭に随時小規模な改善を実施している。また、定期的に委託業者も含めた改善の会議を実施し、内容の充実を図ってい
る。
平成26年度の総訪問者数は、366,280人であり若干ではあるものの例年の数値を上回り訪問者数のカウントを始めてから最多の訪問者数となった。
また、使用者が増加してるスマートフォンへの対応を行うための各種の調整等を行い、平成27年度に事業化する見通しがついた。
下諏訪町出会い・婚活プロジェクトのイベント情報を掲載し、情報発信に努めた。また、空き家情報バンクの物件情報ページをリニューアルし、より見やすく、分かりやすいものに
一新した。［総務課］
各税金の納期や休日納税窓口の開催日、税制改正による主な変更点、「ふるさと納税」の内容等をＰＲした。[税務課]
要綱改正を踏まえた各種事業内容（福祉タクシー助成券利用枚数上限引き上げ、在宅高齢者サポート事業など）の修正周知、現状に沿った内容の見直し、追記を随時実施し
た。[健康福祉課]
毎月の火災・救急件数や消防行事等について掲載することで、住民意識の高揚及び火災予防の啓発に繋がった。［消防課］
議会開催日程、議決状況などの議会情報や各種監査報告書等をホームページに掲載して情報発信を行った。 また、議会改革の取り組みとして町民への情報公開を進めるた
め、各定例会ごとに４回「議会だより」を発行した。［議会事務局］

年度別計画

年度別

実施状況
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基本方針 １：住民参加による開かれた行政

基本目標：１ 参画協働による自治体運営／２ 公正で透明性の高い情報交換

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

H27

H23 H24 H25 H26 H27

検討・実施 実施

500 550 600 650 700

達成率等

89.80% 113.60% 108.17% 172.31% 178.00%

H23

H24

H25

H26

H27

11

地域懇談会等による
様々な広聴機会の充実

現状と課題 実施内容 目 標 効 果№ 取組事項
年度別計画

ホームページについては、見やすさや使いやすさを念頭に随時改善を実施している。具体的には、委託業者も含めた改善の会議を定期的に実施し内容の充実を図っている。平
成27年度の総訪問者数は391,481人であり、これまでで最多の訪問者数となった。また、使用者が増加しているスマートフォンへの対応も行い、平成27年度のモバイル使用率は
40.85％を記録した。［総務課］
各税金の納期や休日納税窓口の開催日、税制改正による主な変更点、「ふるさと納税」の内容等をＰＲした。[税務課]
消防一元化となったが、従来通りの統計や消防、防犯等行事のお知らせや記事を広報することで、住民が消防への理解と興味を深めることにつながった。［消防課］
議会開催日程・議決状況などの議会情報や、各種監査報告書をホームページに掲載して情報発信を行った。 また、議会改革の取組として各定例会ごとに「議会だより」を発行し
た。議会本会議の一般質問は、録画のインターネット配信を始め、収録したＤＶＤは図書館での貸出しも始めた。［議会事務局］

多くの町民の意見等
を聞くことが必要と
考える。
平成27年度参加者目
標 700人

「町長と語る会Ⅷ」を７／４～７／３０の間、１０地区１１回にわたり開催し、合計５５４人の参加があった。 今回は、事前に各区から要望等を聞き、区の実情に沿った意見交換がで
きるようにしたため、参加人数は前年度に比べ５１．４％、１８８人の増となった。 なお、町長へのメール３２件、町民発！町長行き３９件であった。（計６２５）
また、東日本大震災で被災した宮城県登米市の市長を招き、町民講演会を開催した。［総務課］

「町長と語る会パートⅨ」を、１０／１７と１０／１９の２回、文化センター小ホールで開催し、２日間で２４０人の参加があった。 なお、町長へのメール５０件、町民発！町長行きの手
紙３８件であった。 また、町制施行１２０周年事業として、ＮＨＫ連続テレビ小説「おひさま」でおなじみの串田和美さんをお招きし、町民講演会を開催した（参加者数：１５０人）。
（計４７８）［総務課］
シンポジウム「～共に考えよう未来の下諏訪教育～」を１０／１８に開催し、教育長より下諏訪町の教育について講話があり、その後４つの分科会に分かれて意見交換を行った
（参加者数：１０６人）。［教育こども課］
「議会報告会」を１／２５に開催し、定例会の審議内容、議会改革の取り組みの報告などを行うとともに、住民の意見、要望等を聞き、意見交換を行った。 なお、住民の参加者
は、６５人であった。［議会事務局］

「町長と語る会パートⅩ」を9/25、9/29、10/8の３回、文化センター小ホールで開催し、３回合計２６４人が参加した。
町長へのメール２７件（Ｈ２５は、５０件）、町民発！町長行きの手紙８２件（Ｈ２５は、３８件）であった。
町民講演会は、「家族愛と認知症」をテーマに、荒木由美子さんの講演と、引き続いての映画「サクラサク」の上映を行い、５５０人と多くの町民に聴講いただくことが出来た。［総
務課］
シンポジウム「～共に考えよう未来の下諏訪教育～」を１０／１７に開催し、教育長より下諏訪町の教育について基調提案があり、その後４つの分科会に分かれて意見交換を
行った（参加者数：１３１人）。［教育こども課］
「議会報告会」を１１／５に開催し、定例会の審議内容、議会改革の取り組みや各委員会の報告などを行うとともに、住民の意見、要望等を聞き、意見交換を行った。 なお、住民
の参加者は、６６人であった。［議会事務局］

「町長と語る会Ⅺ」を６／１９～７／３０の間、１０会場で開催し、延べ４１１人の参加があった。
町長へのメール42件、町民発！町長行きの手紙１９件であった。
町民講演会は、先の大戦から７０年目の節目の年であることから「戦争と平和」をテーマに、戦場カメラマンとして有名な渡部陽一さんによる講演会を行い、約６００人と多くの町
民に聴講いただくことが出来た。［総務課］
シンポジウム「～共に考えよう未来の下諏訪教育～」を１０／２１に開催し、教育長より「子どもの社会的自立に向けての環境づくりはどうあったらよいか」について基調提案があ
り、その後４つの分科会に分かれて意見交換を行った。（参加者数:１２５人）。［教育こども課］
「議会報告会」を１／２９に開催。初の試みとなる４つのテーマ別懇談会の場を設け、住民の意見、要望等を聞き、意見交換を行った。 なお、住民の参加者は、４９人であった。
［議会事務局］

民公協働、住民主体のまちづ
くりを進めるなかで、より町
民に近い行政をめざす一つの
手法であり、施策、計画策定
等に反映するシステムの構築
ができます。

「町長と語る会Ⅶ」を6/22～7/22の間１０地区１１回にわたり開催。 地区別３６６人の参加。 町長へのメール３９件、町民発！町長行き４４件であった。（計４４９）［総務課］

町長と語る会、しもすわ未来
議会、町長への手紙・メール
をはじめ、各課の計画策定な
ど町民の意見、提案を聞く機
会を設定しています。

現在、実施している懇談会等
は多くの町民や団体が参加し
やすいテーマ、時期等を検討
します。また、町民からの要
望に応じる機会づくり等の体
制を整えます。

年度別

実施状況

総務課／全課
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基本方針 １：住民参加による開かれた行政

基本目標：１ 参画協働による自治体運営／２ 公正で透明性の高い情報交換

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

H23 H24 H25 H26 H27

実施

目標

40講座 43講座 45講座 48講座 50講座

1,100人 1,200人 1,300人 1,400人 1,500人

達成率等

763人 1,009人 1,307人 1,722人 1,724人

H23

H24

H25

H26

H27

H23 H24 H25 H26 H27

実施

（実施回数）

１回 ２回 ３回 ２回 ２回

達成率等

実施 実施 実施 実施 実施

H23

H24

H25

H26

H27

新任職員及び全職員を対象とした情報セキュリティ研修を実施し、職員自ら日頃の業務における個人情報保護の重要性について学んだ。個人情報の取扱については、情報公
開、個人情報保護審査会を２回実施し、公表する範囲や活用方法について検討を行った。個人情報取扱事務について、評価を行い番号制度施行に向けてＨＰにて公開を行っ
た。［総務課］

新任職員を対象とした情報セキュリティ研修を実施し、職員自ら日頃の業務における個人情報保護の重要性について学んだ。 個人情報の取扱いについては、情報公開、個人
情報保護審査会を２回実施し、公表する範囲や活用方法について検討を行った。また、新たにドメスティックバイオレンス対応のシステムも導入し、対策強化を図った。［総務課］

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果
年度別計画

13

情報公開・個人情報保
護

最近の個人情報保護意識の高
まりにより、個人情報の収集
・活用を行う場合、すべてが
だめという過剰反応に対し、
「個人情報とは」を周知徹底
する必要があります。

区長会や各種団体、住民等に
対し個人情報の基本理念、個
人の権利利益の保護、個人情
報の有用性等、個人情報保護
のしくみを理解してもらい、
町条例や法令に基づく個人デ
ータの提供を行います。

各種団体の研修等、
年１回以上の説明会
の実施

法律を正しく理解し、個人情
報を適切に管理することで、
学校・自治会、災害時要援護
者、民生児童委員等が上手に
活用できるようになります。

総務課／全課

年度別

実施状況

具体的な取組事項 ５ 個人情報保護の徹底

新任職員を対象とした情報セキュリティ研修を実施し、職員自ら日頃の業務の中で個人情報保護の重要性を学んだ。 東日本大震災を教訓に、災害時要援護者の個人情報の取
り扱いについて研究検討を福祉部門と共同で始め、システムの構築を行い公表する範囲、活用についての課題の検討をする。［総務課］
固定資産評価審査委員会委員を対象に、委員会において説明をした。［税務課］

新任職員を対象とした情報セキュリティ研修を実施し、職員自ら日頃の業務の中で個人情報保護の重要性を学んだ。 災害時要援護者台帳システムの導入に伴い、個人情報の
取り扱いについて情報公開・個人情報保護審査会で公表する範囲、活用についての課題の検討を行った。［総務課］
固定資産評価審査委員会委員を対象に、委員会において説明をした。［税務課］

新任職員を対象とした情報セキュリティ研修を実施し、職員自ら日頃の業務における個人情報保護の重要性について学んだ。 個人情報の取扱いについては、情報公開、個人
情報保護審査会を３回実施し、公表する範囲や活用方法について検討を行った。［総務課］

年度別計画

３３講座の依頼があり、１,００９人が活用した。［総務課］
各団体の要請で防災・救急分野の講座を実施し、住民の意識向上につながっている。 なお、２４年度は応急手当処置等の講座を３０件、９２０人が受講した。［消防課］

２８講座の依頼があり、７６３人が活用した。［総務課］
各団体からの要請により、防火・防災・救急等の講習会に出向き、参加者からは毎回高評を得ている。 住民の防災意識向上につながっている。［消防課］

４８講座の依頼があり、１,３０７人が活用した。また、今年度から外部講師による講座が新設され、左記のうち１８講座が開催され、５７３人が活用した。［総務課］
救急講座に６０４人、防災講座に１２０人が受講し、応急手当や防災意識の向上に繋がった。［消防課］

協働のまちづくりを進めるな
かで、町政の透明性と行政情
報の共有化が図られます。併
せて、職員が出向いて説明す
ることから、職員の意識改革
とともに、行政としての説明
責任が図られます。

効 果

｢まちづくりおでかけトーク｣
は77の講座メニューが設定さ
れ、自治会、企業、ＰＴＡ、
学校など団体・グループの要
望により開催しています。学
習機会の拡大や町政への理解
など、協働のまちづくりを進
めるうえで、更に推進する必
要があります。

行政情報を発信する機会によ
り、町政への理解とより身近
な行政をめざし、毎年度講座
内容を見直し講座の充実を図
るとともに、多くの団体、グ
ループが講座を利用できるよ
うＰＲに努め、利用者の拡大
をめざします。

利用者数の拡大

平成27年度目標
50講座1,500人

５０講座の依頼があり、１,７２２人が活用した。そのうち、外部講師による講座は、１２講座が開催され、６５２人が活用した。［総務課］
各団体からの要請により、防災講座に２５６人、救急講座に７９１人が受講し、応急手当や防災に係わる住民意識の向上に繋がった。［消防課］

現状と課題 実施内容 目 標№

12

「まちづくりおでかけトー
ク」の活用と充実

５８講座の依頼があり、１，７２４人が受講した。そのうち外部講師による講座は２１回開催され、６１０人が受講した。［総務課］
各団体からの要請により、救急講座に７１３人が受講し、応急手当や防災に係わる住民意識の向上に繋がった。［消防課］

取組事項

年度別

実施状況

総務課／全課
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基本方針 １：住民参加による開かれた行政

基本目標：１ 参画協働による自治体運営／２ 公正で透明性の高い情報交換

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

H23 H24 H25 H26 H27

実施

達成率等

実施 実施 実施 実施 実施

H23

H24

H25

H26

H27

証明書の発行に際し、本人確認等を徹底している。［税務課］

証明書の発行に際し、本人確認処理要綱に基づいた本人確認を徹底している。［税務課］

効 果
年度別計画

14

コンプライアンス（法令
遵守）による個人情報
保護の徹底

個人情報保護については、窓
口での本人確認等、個人情報
の漏洩が絶対に起こらないよ
う保護の徹底を図る必要があ
ります。

税に関する個人情報について
は、その管理・運用面でコン
プライアンス(法令遵守)によ
る保護徹底に努めています。
窓口での本人確認等、個人情
報保護の徹底を図ります。

平成23年度実施 個人情報保護の徹底により、
住民の行政信頼度の向上につ
ながります。

税務課／全課

常に法令遵守し本人確認等徹底している。［税務課］

証明書の発行に際し、本人確認等を徹底した。［税務課］

証明書の発行に際し、本人確認等を徹底している。［税務課］

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標

年度別

実施状況

- 8 -



H23 H24 H25 H26 H27

実施

目標

２人 ２人 ２人 ２人 ２人

実績

６人 １０人 １５人 １２人 １５人

達成率等

300% 500% 750% 600% 750%

H23

H24

H25

H26

H27

H23 H24 H25 H26 H27

見直し

実施

調査 検討 実施

達成率等

調査 検討 検討 検討 検討

H23

H24

H25

H26

H27

引き続き検討を重ねたが、最上位計画である第７次町総合計画の策定が間近であり、整合性を考慮し目標年次を先送りした。

類似団体や近隣市町村の状況を参照しながら、引き続き検討を重ねた。

町第７次総合計画策定年のため、計画内容を精査する中で求められる職員の資質を検討していく必要があることから、引き続き検討を重ねた。

年度別計画

16

人材育成基本方針の
見直し

平成12年３月に策定して以来
10年が経過し、その間、機構
改革、人事考課の導入などに
より、実態に沿わない部分が
あるため見直しの必要があり
ます。

第４次行政改革大綱と整合を
図りながら、見直しを行いま
す。

平成23年度見直し、
実施

目標年次
平成27年度実施に変
更

自治体組織の目標を達成する
ために十分貢献できる職員の
育成が図られます。

総務課

人材育成基本方針の見直しを行う中で、人事考課を導入する際、基本方針に基づき実施された経過を踏まえ、人事考課との整合性を図りながら慎重に見直しをする必要がある
と考え目標年次を変更した。 近隣市町村、類似団体の状態と町の実態を対比しながら見直しを行う。

素案を作成し、内容検討を行った。

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果

土木専門研修基礎６人、遊具の日常点検講習会２人、用地事務研修会４人の延べ１２人が参加した。

土木専門研修４人、遊具の日常点検講習会２人、用地事務研修会６人、建設機械特別教育３人の延べ１５人が参加した。

15

後継者育成と能力向
上

平成18年度より、研修及び資
格取得をめざし実施していま
す。その成果は日々の業務に
活かされてきていますが、実
務経験の継承が必要です。更
に今後も必要な時期に研修等
に参加していくことが後継者
の育成と能力向上に不可欠で
す。

・各係の必要な研修
・保有する知識、能力、経験
の継承

平成23年度実施
研修、資格取得講座
等への参加者数
目標 ２人

業務の確実性と能力向上によ
り住民ニーズに的確に対応で
きます。

建設水道課

土木専門研修（土質・地質）講座、しゅん工検査研修会 ６人。

土木専門研修（土木構造物）、道路舗装講座、遊具の日常点検講習会及び公園管理運営士資格更新研修会に、延べ１０人が参加した。

土木専門研修１３人（基礎１０人、法令３人）、遊具の日常点検講習会２人の延べ１５人が参加した。

具体的な取組事項 １ 人的資源の有効活用

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果
年度別計画

基本方針 ２：町民に寄り添う住民起点の行政

基本目標：１ 時代に即した行政サービスの提供／２ 職員資質の向上と人材育成

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

年度別

実施状況

年度別

実施状況
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基本方針 ２：町民に寄り添う住民起点の行政

基本目標：１ 時代に即した行政サービスの提供／２ 職員資質の向上と人材育成

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

H23 H24 H25 H26 H27

実施

達成率等

実施 実施 実施 実施 実施

H23

H24

H25

H26

H27

親切・丁寧・迅速な窓口対応を実践し、個々の相談に対しては相談室等を利用して納税者に寄り添う対応をしている。［税務課］
窓口来庁による申請件数の多い「福祉タクシー等乗車券交付申請」に対応するため、３月から５月の連休明けまでの間、既存カウンターのほかに専用の記載台を配置し、受付
対応を実施した。［健康福祉課］
高齢者等の来庁時など、状況により１階窓口で対応するとともに、係を超えた迅速な受付処理を行ってきたため、好評を得た。［消防課］

親切・丁寧・迅速な窓口対応を実践し、個々の相談に対しては相談室等を利用して納税者に寄り添う対応をしている。［税務課］
「福祉タクシー等乗車券交付申請」の窓口来庁者が集中する３月初旬から５月連休明けまでの間、既存カウンターのほか申請書記入専用の記載台を同フロアに設置し、申請受
付の対応を実施した。［健康福祉課］
高齢者の来庁に際しては、状況により１階窓口で係を越えた受付処理を行っており、迅速な窓口対応を実施した。［消防課］

親切・丁寧・迅速な窓口対応を実践し、個々の相談に対しては相談室等を利用して納税者に寄り添う対応をしている。［税務課］
「福祉タクシー等乗車券交付申請」の窓口来庁者が集中する３月初旬から５月連休明けまでの間、既存カウンターのほか申請書記入専用の記載台を同フロアに設置し、申請受
付の対応を実施した。［健康福祉課］
消防一元化となり庁内配置で１階に職員待機室があり、その場で窓口業務が実施できるようになりサービス向上に繋がったと感じる。［消防課］

年度別計画

17

親切・丁寧かつ迅速
な窓口サービスの推
進

各種行政サービスを求めて住
民が来庁します。高齢者等に
ついては職員から積極的に声
掛けを行う等親切・丁寧な窓
口サービスが求められます。

多種多様な住民の行政サービ
ス要求に対応するため、窓口
対応マニュアル等を活用、高
齢者等については職員から積
極的に声掛けを行う等親切・
丁寧かつ迅速な窓口サービス
を推進します。

平成23年度実施 親切・丁寧かつ迅速な窓口サ
ービスを展開することにより
行政に対する住民満足度の向
上が図られます。

税務課／全課

親切・丁寧・迅速な窓口対応と、個々の相談に対しては、相談室等を利用して対応している。［税務課］
高齢者の来庁に際しては、職員が２階事務室から降りて１階入口での対応を行ってきた。受付対応は係間の連携を図りスムーズに行っている為、来庁者からのクレームはない。
［消防課］

引き続き親切・丁寧・迅速な窓口対応を実践し、個々の相談に対しては、相談室等を利用し納税者に寄り添い対応した。［税務課］
各種補助申請に訪れる方が多いため、待たせることなく迅速な対応をしている。［産業振興課］
高齢者の来庁に際しては、職員が２階事務室から降りて１階入口での対応をしており、丁寧・迅速な窓口対応をしている。［消防課］

具体的な取組事項 ２ 親しみのある窓口サービスの展開

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果

年度別

実施状況
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基本方針 ２：町民に寄り添う住民起点の行政

基本目標：１ 時代に即した行政サービスの提供／２ 職員資質の向上と人材育成

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

H23 H24 H25 H26 H27

検討・実施 実施

達成率等

実施 実施 実施 実施 実施

H23

H24

H25

H26

H27

H23 H24 H25 H26 H27

見直し 実施

課題の検討 調査

検討 実施

達成率等

検討 調査・見直し 実施・運用 実施・運用 実施・運用

H23

H24

H25

H26

H27

業務日報の様式変更に伴う対応具体例の内容をチェックし、マニュアル改善を図った。また、引き続き、新規採用職員への研修会を実施した。

前年度の改善を受け、問題なく適切な運用ができているかどうか確認を行った。［総務課］
必要に応じマニュアルの改善、新規採用職員への研修会を引き続き実施した。また、新制度の説明等、重要な事項については直接日直者へ伝えるよう心がけた。［住民環境課］

19

日直業務マニュアルの
見直し

現行マニュアルは、毎年３月
末に変更部分を差し換えたり
新たに日直にお願いするもの
を加えていますが、閉庁日に
おける住民の要望を職員が共
有できていない部分がありま
す。

現行マニュアルを見直すとと
もに受付状況調査を実施し、
閉庁日における住民要望を把
握し、必要なマニュアルを新
たに作成するようにします。
また、業務内容の周知徹底を
図ることで住民サービスの向
上をめざします。

平成24年度
職員研修会の実施
チェックリスト等の
作成

目標年次
平成25年度実施に変
更

住民への利便性、信頼性を高
めることにつながります。

総務課

閉庁日における住民要望を把握し、より利便性を高めるため、日直業務マニュアルの見直しに着手したが、調査、検討にもう少し時間が必要なため実施年を先送りした。なお、
今年度から新規採用職員に対し、日直業務研修会を実施した。

状況調査を実施し、改善、検討事項を抽出して見直しを行い、マニュアルの改正を行った。 また、昨年度同様、新規採用職員への研修会を実施した。

より充実したマニュアル作成のため、対応に苦慮したケースを記入できるようにするなど、業務日報の様式変更を行った。 また、戸籍関連届出のマニュアルを改善した。

年度別計画
№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果

効 果

平成23年度実施 町民の利便性を第一に考え、
迅速且つ丁寧な案内をするこ
とで、総合窓口の好印象を与
えます。

住民環境課

総合窓口としての位置づけをコンセプトに、他課との連携を深め、住民に寄り添った親切・迅速な対応を心がけた。証明時間の延長も住民のニーズであり、定着してきている。
（利用状況：５７３件／３２３人）

総合窓口としての位置づけをコンセプトに、他課との連携をさらに深め、転入時には各課（各係）事業の案内チラシ等をまとめた「転入セット」を渡すなど、住民に寄り添った親切・
迅速な対応を心がけた。 証明時間の延長も住民のニーズであり、定着している。（利用状況：６６５件／３９９人）
また、諏訪広域相互証明サービスを拡大し、H２５年２月からは戸籍の記録事項証明書の相互交付がスタートした。

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標

住民サービスの向上を図るため、他課との連携をさらに深め、「転入セット」の見直しや、出生届出時に各種申請以外に予防接種セットの配布をするなど、住民に寄り添った親
切・迅速な対応を心がけた。 証明時間の延長も住民のニーズであり、利用者は年々増加しており、定着している。（利用状況：利用者数４５７人／証明発行等件数８５３件）

総合窓口係で案内をする際、来庁者を動かさずに担当の職員に連絡し窓口まで来てもらうよう改善を図った。担当課に行かないと出来ない手続きの場合は、なるべく職員が案
内して連れて行くよう心がけている。また、死亡後に行っていただく各種手続きについては、住民の方が各課に出向かず担当課の職員が総合窓口で対応し、ワンストップで手続
きが完了する方法に改めるなど利便性の向上に努め、親切・迅速な対応を心がけた。

番号法の施行に伴い、通知カードが配布された１０月からマイナンバーカード（個人番号カード）交付申請説明会を開催し、申請書の書き方の案内や写真撮影を行い、住民の方
が交付申請しやすいような環境作りに努めた。また、平成28年1月から個人番号カード交付が開始されたが、カード交付を予約制で行うことで窓口の混雑を緩和し、住民を長時
間待たせないような対応をとった。夜間・休日の交付窓口も開設し、平日に来庁できない方にも配慮した。住民サービスの更なる向上のために、総合窓口でワンストップでの手続
が完了できるよう、引き続き事務の見直し等の改善を行った。

年度別計画

18

総合窓口の充実と手
続きの簡素化

平成20年度の機構改革により
総合窓口係を設置し、平成21
年度から総合窓口係と住民係
を統合した。住民サービスの
向上を図るため、更にワンス
トップサービスの実現をめざ
す必要があります。

窓口一本化を目標に各課から
総合窓口で受付を行える申込
み等利便性を追求します。住
民異動に伴う諸手続きや案内
をし、また、随時マニュアル
等の整備をして、さらに充実
した窓口対応につながるよう
にします。他課との連携を深
め、更に充実した窓口づくり
の実践を図ります。

年度別

実施状況

年度別

実施状況
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基本方針 ２：町民に寄り添う住民起点の行政

基本目標：１ 時代に即した行政サービスの提供／２ 職員資質の向上と人材育成

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

H23 H24 H25 H26 H27

実施

目標 364人 目標 367人 目標 363人 目標 364人 目標 321人

(職員×1.5回) (職員×1.5回) (職員×1.5回) (職員×1.5回) (職員×1.5回)

実績 603人 実績 694人 実績 694人 実績 759人 実績 708人

達成率等

165.66% 189.10% 191.18% 208.52% 220.56%

H23

H24

H25

H26

H27

職員の資質向上等のため、下諏訪町職員研修計画書に基づき、研修を実施した。 参加職員合計759人。
一般研修72人【県・広域連合主催研修会へ計画的に参加】、特別研修35人【自らが申し出て参加する研修、海外研修含む】、内部研修9回652人【全職員対象2回342人（コンプラ
イアンス、文書作成能力向上）、特定職員対象1回57人（管理監督職員及び新規採用職員、メンタルヘルス研修）、実務研修4回80人（清掃、ホームページ、情報セキュリティ、ＧＩ
Ｓ）、新規事業研修2回173人（番号制度導入、個人情報取扱い）】、委員研修3回17人【監査委員、区長会】。

職員の資質向上等のため、下諏訪町職員研修計画書に基づき、研修を実施した。 参加職員合計708人。
一般研修40人【県・広域連合主催研修会へ計画的に参加】、特別研修37人【自らが申し出て参加する研修、海外研修含む】、内部研修15回631人【全職員対象2回209人（チーム
ワーク向上、アイデア発想）、特定職員対象6回49人（管理監督職員及び新規採用職員、メンタルヘルス研修）、実務研修7回373人（清掃、ホームページ、ＧＩＳ、情報セキュリ
ティ、マイナンバー制度）、委員研修２回【監査委員、区長会】

研修により自己研鑽や専門知
識などの習得により、住民サ
ービスの向上が図られます。

総務課

職員の資質向上、人材育成、モラル向上のための研修を実施した。 参加職員合計６０３人。
一般研修45人(県・広域連合主催研修会へ計画的に参加)、特別研修37人(自らが申し出て参加する研修、海外研修含む)、内部研修8回506人(職員研修2回120人(全職員(ビジ
ネスマナーとコミュニケーション研修)、特定職員(メンタルヘルス研修))、実務研修3回86人(文書事務、ホームページ、情報セキュリティ研修)、新規事業研修3回300人(例規システ
ム、地域主権、行政手続法研修))、委員研修2回15人(監査委員、区長会)。

職員の資質向上等のため、下諏訪町職員研修計画書に基づき、研修を実施した。 参加職員合計694人。
一般研修56人(県・広域連合主催研修会へ計画的に参加)、特別研修39人(自らが申し出て参加する研修、海外研修含む)、内部研修8回599人(全職員対象3回472人(全職員(コ
ンプライアンス、コミュニケーション、危機管理に関する研修)、特定職員対象1回36人(管理監督者研修)、実務研修3回66人(文書事務、ホームページ、情報セキュリティ研修)、新
規事業研修1回25人(地域主権研修))、委員研修3回17人(監査委員、区長会)。

職員の資質向上等のため、下諏訪町職員研修計画書に基づき、研修を実施した。 参加職員合計６９４人。
一般研修７０人【県・広域連合主催研修会へ計画的に参加】、特別研修２４人【自らが申し出て参加する研修、海外研修含む】、内部研修８回６００人【全職員対象２回２７４人（好
かれる話し方、コミュニケーション研修）、特定職員対象１回８７人（主査以下、段取り力研修）、実務研修４回９４人（文書事務、清掃、ホームページ、情報セキュリティ研修）、新規
事業研修１回１４５人（ＧＩＳ研修）】、委員研修３回１７人【監査委員、選挙管理委員、区長会】。

平成23年度実施

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果
年度別計画

具体的な取組事項 ３ 職員の意識改革

20

職員研修内容の充実と
参加の促進

住民ニーズに沿った行政サー
ビスを行うため、これらを担
う人材の育成は急務の課題と
なっています。このような状
況を踏まえ、住民からの要望
や意見を的確に把握し、時代
の変化に対応した研修の充実
に努めていきます。

・一般研修
・特別研修
・交流研修
・海外研修
・県派遣研修など

年度別

実施状況
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基本方針 ２：町民に寄り添う住民起点の行政

基本目標：１ 時代に即した行政サービスの提供／２ 職員資質の向上と人材育成

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

H23 H24 H25 H26 H27

目標件数 目標件数 目標件数 目標件数 目標件数

見直し・実施

3 4 6 8 10

実績

0 21 17 5 21

達成率等

0.0% 525.0% 283.3% 62.5% 210.0%

H23

H24

H25

H26

H27

H23 H24 H25 H26 H27

実施

達成率等

実施 実施 実施 実施 実施

H23

H24

H25

H26

H27

H23 H24 H25 H26 H27

実施

一部実施

達成率等

研究 研究 研究 研究 研究

H23

H24

H25

H26

H27

提案件数６件のうち、採用件数２件、一部採用件数３件であった。［総務課］

提案件数２９件のうち、採用１１件、一部採用１０件、主旨採用８件であった。［総務課］

21

職員提案制度の活用と
推進

現在、下諏訪町職員提案に関
する規則に基づき事務効率の
向上、収入増、経費節減、住
民サービスの向上など職員の
創意工夫による提案により、
実現可能な取組を推進してい
ます。

職員が随時、アイデアを出し
合い、提案できる職場環境を
整え、職員の勤労意欲を高め
ます。また、強化月間を設け
るなどの取組を奨励し、採用
時は表彰するなど士気を高め
ます。

職員提案採用件数

平成27年度目標
10件

時代の変化に柔軟に対応し、
コスト意識、スピード感覚、
チャレンジ精神を重視し、職
員一人ひとりの能力を高める
とともに、意識改革と職場内
のコミュニケーションを図り
職務に意欲的に取り組む職場
づくりが図られます。

総務課／全職員

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果

提案件数２３件のうち、採用件数２1件。 １０月を職員提案制度強化月間として定め、全庁に広く周知したことで、昨年に比べ多くの提案が寄せられた。［総務課］

０件。職員提案がしやすい職場環境の整備、また気軽に職員提案ができる制度の工夫が必要である。［総務課］

年度別

実施状況
提案件数１７件のうち、採用件数１３件、一部採用件数４件。 昨年度同様１０月を職員提案制度強化月間とした。［総務課］

全庁統一した評価に向けて、さらに検証が必要であり、他市町村の事例などを参照する中で研究を重ねた。

国からの情報、他市町村の事例などを参照する中で、研究を重ねた。

国からの情報、他市町村の事例などを参照する中で、研究を重ねた。

年度別計画

23

人事考課制度の運用 平成20年度から実施してきま
したが、これまでに制度の理
解が深められ定着してきたと
思います。しかし、処遇面へ
の反映については、考課者に
より温度差が見られ、導入に
はまだ結果を積み上げ検証し
ていく必要があります。

人材育成のための人事考課と
位置付け、
・組織目標の達成
・個人目標の達成
・態度考課項目の向上
・能力考課項目の向上
を図ります。

平成23年度
（処遇面への反映を
除く）

町が求める職員の育成を図り
行政サービスの向上と公務能
率の増進が図られます。

総務課

町の人材育成基本方針に基づき、自治体組織が求める職員の育成を図り、行政サービスの向上と公務能率の一層の増進に結びつけていくことを目的に導入され、これまでの
間に制度の理解を深め定着が図られてきた。人事考課の評価結果については、昇格・異動の参考とされてきたが、給与面での反映は、全庁統一した評価が難しく、なお結果の
蓄積を重ねることが必要なため実施年度を先送りする。(実施年：未定)

処遇への反映はなお一層の検討、調整が必要であり、統一した評価に向けて研究をするため、実施年度を先送りとする。

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果

具体的な取組事項 ４ 人事考課の充実

年度別計画

効 果

平成23年度実施 多様な児童・保護者への適切
な対応を通じ、安心できる保
育を実施できます。

教育こども課

職務分担に応じた各種研修会に参加。また、保育協会による定期的な講習会を開催し、質の向上を図る。

職務分担に応じた各種研修会に参加した。 また、保育協会による定期的な研修・講習会・学習会を開催し、質の向上を図った。

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標

職務内容に応じた各種研修、研究会に参加した。 また、幼児教育研究会、保育協会による研究会、講習会、学習会を開催し、保育士資質の向上を図った。

担当職務に応じた各種研究・研修会に参加した。また、郡・町保育協会や幼児教育研究会による研究会、講習会、学習会等を開催し、保育士の資質向上を図った。

保育士の質の向上を図るため、職務内容に応じた研修会、研究会等に参加した。 また、幼児教育研究会や保育協会による研究会、講習会、学習会等を開催した。

年度別計画

22

保育士等研修の充実 職員配置の多少や日々の業務
により研修内容の反映が十分
でない状況にあります。

関係機関が実施する多種にわ
たる研修に計画的に参加し、
質の向上をめざします。

年度別

実施状況

年度別

実施状況
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基本方針 ２：町民に寄り添う住民起点の行政

基本目標：１ 時代に即した行政サービスの提供／２ 職員資質の向上と人材育成

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

H23 H24 H25 H26 H27

業務継続計画

達成率等

研究 検討 実施 実施 実施

H23

H24

H25

H26

H27

職員の情報伝達体制、招集体制をより迅速に行うため、緊急招集メール等による訓練を実施した。 また、行政と住民が連携して危険箇所の情報を収集するため、防災モニター
制度を創設し、１５人１６箇所の危険箇所の情報収集を行う体制を整備した。 大規模災害や事故による被害を受けても、役場庁内における重要業務をなるべく中断せず、仮に中
断した場合も、できるだけ早急に復旧させるための計画として、業務継続計画（情報部門初動版・ＩＣＴ－ＢＣＰ）の策定を行った。

職員の情報伝達体制、招集体制をより迅速に行うため、緊急招集メール等による訓練を４回実施した。
行政と住民が連携して危険箇所の情報を収集するため、防災モニター制度を平成25年度に設置し、１５人１６箇所の危険箇所の情報収集を行う体制を整備したが、平成２６年度
は箇所を増設し２３箇所での情報収集を行った。また、災害時に住民等から寄せられる情報への対応を行う職員として「災害時情報収集担当職員」を任命し、速やかな情報収集
体制を構築した。
大規模災害や事故による被害を受けても、役場庁内における重要業務をなるべく中断せず、仮に中断した場合も、出来るだけ早急に復旧させる為の計画として、業務継続計画
（情報部門初動版・ＩＣＴ－ＢＣＰ）の策定を行い、継続的な運用を図っている。

職員の情報伝達体制、招集体制をより迅速に行うため、緊急招集メール等による訓練を４回実施した。
行政と住民が連携して危険箇所の情報を収集するために設置した防災モニター制度は継続して運用しており、速やかな情報提供によって対応面での迅速化が図られた。
また、避難所設置・運営訓練を実施し、これまで経験が無かった避難所についての知識を、関係する職員が学ぶ機会となった。
大規模災害や事故による被害を受けても、役場庁内における重要業務をなるべく中断せず、仮に中断した場合も、出来るだけ早急に復旧させる為の計画として、業務継続計画
（情報部門初動版・ＩＣＴ－ＢＣＰ）の継続的な運用を図っている。［総務課］
認知症を患い徘徊する恐れのある方でも住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように事前に町、諏訪警察署、町地域包括センターに登録し、その情報を共有し見守り
活動に活用するほかに、帰宅難民等の事例発生時は地域の協力機関と呼ばれる事業所に情報を提供することで、地域全体により早期発見に取り組くむ体制として「オレンジ
ネットワーク」を構築した。［健康福祉課］

年度別計画

24

住民の生命、身体及び
財産への被害を最小限
にするための組織強化

災害発生時等において、職員
が機敏に対応できる体制に不
安があるため、各種マニュア
ルの策定と協力体制等の組織
強化が必要となっています。
また、様々な危機に迅速に対
応できる組織づくりが必要で
す。

職員の危機対応能力の向上を
目的とした研修会等の実施
や、大規模災害時にあらかじ
め優先して実施すべき業務・
職員の配備など「業務継続計
画」の策定、各種災害に対し
て迅速な行動がとれるよう、
初動マニュアルの作成を行い
ます。

10課・41係
全ての職員の情報共
有

各種マニュアルを策定するこ
とにより、災害発生時におけ
る迅速な対応が可能となり、
被害を最小限に抑え、震災時
等、最低限の業務の継続が可
能となります。

総務課

行政内部の連携と情報伝達の視点から連絡体制の構築を検討。メール配信による職員招集や役割分担等さらに検討する必要がある。

職員の情報伝達体制、招集体制をより迅速に行うため、緊急招集メール等による訓練を実施した。 また、行政と住民が連携し危険地域の情報を収集するための体制について
検討し、25年度実施に向け準備を進めた。

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果

具体的な取組事項 ５ 危機管理体制の強化

年度別

実施状況
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基本方針 ２：町民に寄り添う住民起点の行政

基本目標：１ 時代に即した行政サービスの提供／２ 職員資質の向上と人材育成

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

H23 H24 H25 H26 H27

実施

目標参加者数

6,100 6,200 6,300 6,400 6,500

達成率等

6,093人 6,325人 5,500人 5,348人 4,982人

H23

H24

H25

H26

H27

平成26年度の総合防災訓練は、南海トラフ巨大地震が発生し、町内において最大震度6弱により全町的に被害が発生したという想定で実施した。また、それまで各地区持ち回り
で主会場を設定していたが、現在整備中の赤砂崎公園を主会場として実施することで町民が赤砂崎公園の整備状況を知っていただく機会とした。訓練内容は体験型とし、各地
区の自主防災会役員に①救出訓練、②心肺蘇生訓練、③災害ボランティア設置訓練、④その他（給水訓練・非常電源操作訓練・仮設トイレ設置訓練・非常食試食訓練）を行っ
た。体験型の訓練により実際に行っていただくことで、防災に対する知識や技能の向上が図られた。（参加者数：５，３４８人）［総務課］
災害時要援護者支援システムによる台帳の整備を進めている。また、関係機関と連携して登録者増に努め有効に活用していく。［健康福祉課］

平成27年度の総合防災訓練は、糸魚川-静岡構造線断層帯による地震が発生し、町内において最大震度6弱により全町的に被害が発生したという想定で実施した。現在整備中
の赤砂崎公園を主会場として自主防災会役員を対象とした訓練を実施した。訓練内容は体験型とし、①救出訓練、②心肺蘇生訓練、③災害ボランティア設置訓練、④その他（給
水訓練・非常電源操作訓練・仮設トイレ設置訓練・非常食試食訓練）を行った後に自衛隊と災害救助犬協会による倒壊家屋からの救助訓練を見学いただき、防災に対する知識
や技能の向上が図られた。
（参加者数：４,９８２人）［総務課］
災害時要援護者支援システムによる台帳の整備を進めている。更に関係機関と連携して登録者増を図り有効に活用していく。［健康福祉課］

効 果
年度別計画

25

防災訓練参加人員増
への取組みと災害時要
援護者支援体制の推
進

毎年、総合防災訓練への参加
人員は町人口の27％にあたる
約6,000人 前後であり、住民
の防災意識が高揚していると
は言えない状況にあります。
また、高齢化が急速に進行す
る中、要援護者対策は後手に
回っているのが現状です。

住民の総合防災訓練への参加
を促すため、より実践的な訓
練内容を検討し実施します。
また、要援護者を支援するた
めの体制づくりを推進しま
す。

平成27年度目標
防災訓練参加者
総人口の30％以上
6,500人

防災訓練に参加することによ
り、地域における防災力が向
上し、災害時要援護者への支
援体制の推進、確立につなが
ります。

総務課／健康福祉課

災害時における減災対策は地域防災力の強化が必要不可欠であり、町民ひとり一人が防災に対して関心を持ち常日頃の備えが必要であるため、地域、団体への要望による防
災講座等を実施。また、高齢化が進む中、災害時要援護者の把握と災害対応の観点から災害時要援護者支援システムを導入し、台帳及び地図による対象者の把握に努める。
［総務課］
防災訓練は、さらに地域の実情にあった訓練として区長会と協力し、多くの町民参加を促す。災害時要援護者台帳の整備を行い、導入された災害時要援護者支援システムに要
援護者、地域支援者を登録した。［健康福祉課］

毎年度開催する防災訓練を多種多様な災害と地域条件による災害対応を想定し、今年度は、第９区を対象として孤立地域への対応を課題に、県の消防防災航空隊（アルプス）
の協力を得てヘリによる災害救助訓練を実施した。 また、各区長の理解を得る中で、各地域の実情に応じた訓練を実施した。 防災意識向上の視点から、地域、団体に対して防
災・減災対策について出前講座を実施した。［総務課］
災害時要援護者支援システムの導入により、台帳に登録された要援護者、地域支援者を地図上で確認することができるようになった。 登録者名簿等は、各区（自主防災会）、民
生委員に配布済みで、要援護者の緊急時の安否確認に活用できる。[健康福祉課]

２５年度の下諏訪町総合防災訓練は、災害対策本部を第１０区に設置した。 該当地区における地域想定では、国道を境として上下に分断される地域であり、住宅も多い地域で
あることから、家屋などの倒壊により生活道路の寸断が懸念されている。 そのため、住宅が倒壊し下敷きになった人の救助救出はもとより、緊急輸送路を確保するため、現地本
部と自主防災会、地域住民が連携して対処することを主眼として訓練を実施した。 また、第１部としての訓練終了後、防災拠点として整備を進めている赤砂崎公園において、自
衛隊と連携したヘリポート離発着訓練及び応急対策訓練を、第２部として位置付けて行った（１部参加者数：５,３００人、２部参加者数：２００人、合計：５,５００人）。［総務課］
災害時要援護者支援システムによる台帳の整備を進めているが、更に関係機関と連携して登録者増を図る。［健康福祉課］

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標

年度別

実施状況
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H23 H24 H25 H26 H27

目標職員数

243 243 239 237 235

実職員数

243 245 242 243 214

達成率等

100.00% 99.18% 98.76% 97.53% 109.82%

H23

H24

H25

H26

H27

H23 H24 H25 H26 H27

実施

達成率等

実施 実施 実施 実施 実施

H23

H24

H25

H26

H27

27

正職員を計画的に削減するな
か、非常勤職員は大きな役割
を担っています。その運用は
「嘱託・臨時職員の取扱いに
関する内規」によりますが、
必ずしも準用した雇用形態と
なっていません。

賃金単価改定に伴う検証と、資格保持者の賃金単価についての調査、研究を行った。[総務課]
滞納整理や課税業務の補助員として１人を引き続き雇用し、７月～３月は職員欠員のため１人増員をし対応した。［税務課］
高齢化に伴う困難案件や申請受付案件の増加に対応するため、臨時職員１人を前年度に引き続き雇用した。また、臨時福祉給付金給付事務のため繁忙期に２人雇用し対応し
た。［健康福祉課］
臨時職員の勤務時間について、業務繁忙期の実績を反映することにより効率化を図った。［建設水道課］

各課担当者に「嘱託・臨時職員の取扱いに関する内規」を配布し、任用に関する基本的事項を再確認していただく。［総務課］
滞納整理や課税業務の補助員として３人雇用した。［税務課］
臨時職員の勤務時間について、業務繁忙期の実績を反映することにより効率化を図った。［建設水道課］

雇用形態等の現状を確認し、調査、研究した。［総務課］
滞納整理や課税業務の補助員として２人を引き続き雇用した。［税務課］
各種イベント、外部団体事務に対応するため、繁忙期に１人雇用し対応した。［産業振興課］
臨時職員の勤務時間について、業務繁忙期の実績を反映することにより効率化を図った。［建設水道課］

業務に応じた弾力的な活用を図るとともに、最低賃金改定に伴う賃金単価の基準改定を行った。［総務課］
滞納整理や課税業務の補助員として、１人を引き続き雇用した。［税務課］
各種イベント、外部団体事務に対応するため、繁忙期に１人雇用し対応した。 また、業務の見直しにより、臨時職員を１人減とした。［産業振興課］
臨時職員の勤務時間について、業務繁忙期の実績を反映することにより効率化を図った。［建設水道課］

臨時職員の庁内におけ
る効率的な活用

雇用形態等の現状を確認し、調査、研究を行った。［総務課］
滞納整理や課税業務の補助員として１人を引き続き雇用し、５月から職員欠員分の１人増員をし対応した。［税務課］
高齢化に伴う困難案件や申請受付案件の増加に対応するため、臨時職員１人を前年度に引き続き雇用した。また、臨時福祉給付金給付事務のため繁忙期に２人雇用し対応し
た。［健康福祉課］
臨時職員の勤務時間について、業務繁忙期の実績を反映することにより、事務処理や窓口対応等の効率化を図った。［建設水道課］

現状と課題 実施内容 目 標 効 果
年度別計画

業務の種類や性質に応じて弾
力的に活用できるよう、勤務
期間・時間など的確に検証し
ながら雇用します。

平成23年度実施 臨時職員の効率的活用により
住民サービスの低下を防ぎま
す。

基本方針 ３：持続可能な行財政経営

№

H25退職14人、H26採用15人。目標値より増だが、新規事業への対応や組織体制の実情に応じ、必要とされる職員数を確保した。

H26退職19人、H27採用14人。広域消防一元化による影響で職員数が減。一般職についてはほぼ前年並みの職員数を確保した。

26

定員適正化計画の策定
と推進

平成18年度に策定してから５
年が経過しましたが、順調に
推移してきました。その間に
情勢の変化もあり、柔軟に対
応するため、中間点で見直し
を行い、今後とも推進してい
きます。

行財政経営プランの数値目標
に基づき実施します。

平成27年度
職員数
235人

事務の合理化と人件費の抑制
が図られます。

総務課

目標職員数243人(10%減)を達成した。今後は各課の職員体制に注視しながら、職員の増減については柔軟に対応し、適正職員数を探っていく。

H23末退職10人、H24採用12人。 増員の要因は、湖周行政事務組合への職員派遣及び業務拡大に伴う関連調整係の新設によるもの。

Ｈ２４末退職１６人、Ｈ２５採用１３人。 目標より増員しているが、組織体制の実情に応じた柔軟な対応を図った。

具体的な取組事項 １ 定員管理の適正化

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果
年度別計画

基本目標：１ 中長期計画に基づく堅実な行財政経営／２ 財源の効果的投入と事務の合理化

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

年度別

実施状況

年度別

実施状況

取組事項

総務課／関係各課

- 16 -



基本方針 ３：持続可能な行財政経営

基本目標：１ 中長期計画に基づく堅実な行財政経営／２ 財源の効果的投入と事務の合理化

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

H23 H24 H25 H26 H27

周知／徹底 実施

20% 24% 28% 32% 35%

達成率等

13.41% 14.75% 15.38% 16.58% 20.73%

H23

H24

H25

H26

H27

H23 H24 H25 H26 H27

実施

達成率等

実施 実施 実施 実施 実施

H23

H24

H25

H26

H27

平成２４年度に実施した各課の事務事業の中から、町の事業である１６９事業について評価した結果、拡充１８件、手法改善６件、コスト低減１件、廃止１件、現状維持１４３件で
あった。 なお、現状維持以外の評価項目については、２６年度当初予算への反映状況を町ホームページで公表した。［総務課］

平成２５年度に実施した各課の事務事業の中から、町の事業である１８１事業について評価した結果、拡充１９件、手法改善９件、廃止２件、現状維持１５１件であった。なお、現状
維持以外の評価項目については、平成２７年度当初予算への反映状況を町ホームページで公表した。［総務課］

平成２６年度に実施した各課の事務事業の中から、町の事業である１９３事業について評価した結果、拡充１９件、手法改善１１件、廃止１０件、現状維持１５３件であった。なお、
現状維持以外の評価項目については、平成２８年度当初予算への反映状況を町ホームページで公表した。［総務課］

年度別計画

28

事務事業評価の取り組
みと予算への活用

平成15年度より事務事業評価
を実施していますが、その成
果を次年度の予算編成や事業
の見直しに反映することが少
なく、評価が機能していませ
ん。

事務事業評価結果について、
職員間で共有し、予算編成、
事業の見直しをします。何ら
かの改善が必要と評価した事
業は、その改善に努めます。
また、現状維持の事務事業に
ついても見直しをします。

平成24年度実施
全事務事業の内手法
改善、コスト低減、
縮小、廃止、拡充な
ど何らかの改善を実
施した割合

費用対効果も含めた、事務事
業を見直す手段として、評価
を有効に活用できます。

総務課／全課

９年の実績の中で情報公開と職員理解、意識改革を基本として事業の必要性、効果などを見極め、限られた財源を効率的に活用するために実施する。評価対象事業１７９事業、
拡充１１件、手法改善１１件、コスト低減１件、廃止１件、現状維持１５５件。［総務課］
改善実施 ２／９。［建設水道課］

平成２３年度に実施した各課の事務事業の中から評価対象項目を選択し、町の事業である１８３事業について評価した結果、拡充１６件、手法改善８件、コスト低減１件、廃止２
件、現状維持１５６件であった。［総務課］

具体的な取組事項 ２ 事務事業の効率化、整理合理化

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果

課の事務分掌（条例）及び係の事務分掌（規則）に添い、事務事業担当者（主務・副主務）を配置して、係内又は課内の組織連携を図った。［総務課］
各業務内容に対して、主務・副主務を振り分けた体制で実施した。［税務課］
業務内容を明確化し配置することで、職員の責任感が向上するとともに、住民サービスの低下を招かぬように連携が図れた。［消防課］

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果
年度別計画

29

業務の主務・副主務の
明確化と協力体制の構
築

毎年度、各課の業務内容と職
員配置に応じて主務、副主務
を振り分けていますが、必ず
しも職員同士が理解し協力体
制に結びついているとはいえ
ません。

体制を機能させるため、課・
係内で検討し、実績と業務量
のバランスを考慮し、住民サ
ービスが低下しないように、
体制を整えます。

平成23年度実施 明確な職務の位置づけにより
職員の説明責任と、課におけ
る係の組織連携はもとより、
職員同士が互いに補う体制づ
くりがとれるとともに、住民
サービスの向上につながりま
す。

全課

各プロジェクトを含めた業務に主務、副主務を配置し係内の組織連携を図り実行している。［総務課］
各業務内容に対して、主務・副主務を振り分けた体制で実施した。［税務課］
職務の明確化と係員の連携により住民サービスの向上が図れた。［消防課］

課の事務分掌（条例）や係の事務分掌（規則）に添って、事務事業担当者（主務・副主務）を配置し、係内又は課内の組織連携を図った。［総務課］
各業務内容に対して主務・副主務に振り分けた体制で実施した。［税務課］
業務及び行事開催にあたり、主務・副主務を中心に全職員が協力できた。［消防課］

課の事務分掌（条例）や係の事務分掌（規則）に添って、事務事業担当者（主務・副主務）を配置し、係内又は課内の組織連携を図った。［総務課］
各業務内容に対して主務・副主務に振り分けた体制で実施した。［税務課］
業務内容を明確化し、主務・副主務を中心に係の枠を越えて全職員による組織連携が図れた。［消防課］

課の事務分掌（条例）や係の事務分掌（規則）に添って、事務事業担当者（主務・副主務）を配置し、係内又は課内の組織連携を図った。また、平成２３年度から庁内ネットワーク
上に一覧表を掲載して、業務に役立てている。［総務課］
各業務内容に対して主務・副主務に振り分けた体制で実施した。［税務課］
消防課として事務分掌は３人で実施。広域職員に対し課業務を振り分け今まで通りに業務を遂行している。［消防課］

年度別

実施状況

年度別

実施状況
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基本方針 ３：持続可能な行財政経営

基本目標：１ 中長期計画に基づく堅実な行財政経営／２ 財源の効果的投入と事務の合理化

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

H23 H24 H25 H26 H27

見直し／検討 実施

達成率等

実施 実施 実施 実施 実施

H23

H24

H25

H26

H27

H23 H24 H25 H26 H27

実施

達成率等

実施 実施 実施 実施 実施

H23

H24

H25

H26

H27

年度別計画

昨年見直しをした滞納整理マニュアルの徹底を図った。［税務課］
緊急時の対応マニュアルの徹底を図っている。［消防課］
マニュアルの記載内容の見直しが完了し、業務が統一化され効率化が図れた。［会計課］

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果

年度別計画

30

業務マニュアルの作成
と見直し

平成20年度の組織・機構改革
に合わせ、各業務のマニュア
ルの整備を実施しましたが、
更に見直しやマニュアルの作
成を行い職員の業務理解と効
率化を図る必要があります。

現在のマニュアルを見直すと
ともに、マニュアルが必要な
部署においては作成し、職員
に周知・徹底を図ります。

平成24年度実施 職員への業務マニュアルの周
知、徹底により、事務事業の
効率化と住民対応の円滑化が
図られます。また、職務の見
直しが随時図られます。

全課

窓口対応マニュアル、電話対応マニュアル、本人確認マニュアルにより周知、徹底を図った。［税務課］
見直し中。［建設水道課］

昨年作成したマニュアルの見直しと徹底を図った。［税務課］
遊具の点検マニュアルを作成し、２５年度から活用する。［建設水道課］
１１９番・口頭指導を含めた緊急時の対応マニュアル（フローチャート）を作成し、周知徹底を図った。［消防課］
マニュアルの記載内容を見直しながら、不揃いであった書式統一に着手し、半数程度が完了した。 マニュアル未作成の業務は、随時作成していく。［会計課］

使用されていない道水路等の不要財産の見直しを行い、6筆69.58㎡を1,240,300円で処分した。 また、遊休資産の有効活用により5,060,006円の収入を確保した。［総務課］
11,251.34㎡（都市計画用地 7,703.54㎡、公園用地 3,547.80㎡）を貸し付け、3,595,901円の収入を確保した。［建設水道課］

使用されていない道水路等の不要財産の見直しを行い、１筆76.94㎡を1,738,800円で処分した。 また、遊休資産の有効活用により、4,070,532円の収入を確保した。［総務課］
昨年同様、都市計画用地、公園用地の貸し付けを行い収入を確保した。［建設水道課］

滞納整理マニュアルの徹底を図った。［税務課］
業務マニュアルの内容が状況に沿ったものかどうか、今後も随時見直しを実施。〔会計課〕
広域一元化に向かい、業務別に統一したマニュアルを作成し、職員周知を図っている。［消防課］

滞納整理マニュアルの徹底を図った。［税務課］
広域消防でマニュアル構築中［消防課］

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果

町が保有している財産のうち
今後活用が見込まれない土地
については、公売を進め、事
業予定地は着手までの間貸付
等により財源を確保していま
す。

町保有土地の事業見込を十分
精査し、更に不要土地の処分
と事業化までの貸付等による
有効活用を図ります。また、
処分により生じた収入は、原
則基金へ積立て、今後の事業
への財源とします。

毎年度実施
（実績）

不要財産の処分・遊休資産の
有効活用により生じた収入は
財源の確保と同時に、今後見
込まれる事業への基金として
積立てることにより円滑に実
施できます。

総務課／関係各課

現在、使用されていない道水路等不要財産の見直しを行い、7筆199.75㎡を1,443,910円で処分した。また、遊休資産の有効活用により4,096,106円の収入を確保した。［総務課］
11,251.34㎡ （都市計画用地 7,703.54㎡ 公園用地 3,547.80㎡）を貸し付け、3,533,414円の収入を確保した。［建設水道課］

使用されていない道水路等の不要財産の見直しを行い、7筆304.42㎡を2,336,493円で処分した。 また、遊休資産の有効活用により、4,119,238円の収入を確保した。［総務課］
都市計画用地、公園用地の貸付けを行い収入を確保した。［建設水道課］

使用されていない道水路等の不要財産の見直しを行い、9筆180.45㎡を4,715,300円で処分した。 また、遊休資産の有効活用により、6,674,759円の収入を確保した。［総務課］
都市計画用地、公園用地の貸付けを行い、2,759,517円の収入を確保した。［建設水道課］

31

年度別

実施状況

年度別

実施状況

公有財産の有効活用と
処分
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基本方針 ３：持続可能な行財政経営

基本目標：１ 中長期計画に基づく堅実な行財政経営／２ 財源の効果的投入と事務の合理化

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

H23 H24 H25 H26 H27

実施

達成率等

実施 実施 実施 実施 実施

H23

H24

H25

H26

H27

H23 H24 H25 H26 H27

実施

達成率等

実施 実施 実施 実施 実施

H23

H24

H25

H26

H27

係を超えた応援体制を構築し、課税繁忙期や各滞納整理期に協力して対応した。［税務課］
業種の異なる係間において、人員が必要となる各種イベント等で協力態勢が確立されている。［産業振興課］
特に民公協働事業については、積極的に応援依頼している。［建設水道課］
土日祭日の災害時に、課を超えた協力体制を構築した。［消防課］

係を超えた応援体制を構築し、課税繁忙期や各滞納整理期に協力して対応した。［税務課］
特に民公協働事業については、積極的に応援依頼をしている。［建設水道課］
訓練・災害・災害予防対策に、関係課との連携と、職員が一体となった活動ができている。［消防課］

係を超えた応援体制を構築し、課税繁忙期や各滞納整理期に協力して対応した。［税務課］
人員が必要となる各種イベント等で係の枠を越えた協力体制が確立されている。［産業振興課］
特に民公協働事業については、積極的に応援依頼をしている。［建設水道課］
訓練・災害等で、関係課と連携を図りながら、課を越えた活動ができている。［消防課］

災害時における避難所の設置・運営における協力体制の訓練を、総務課と住民環境課で連携して対応した。［総務課、住民環境課］
係を超えた応援体制を構築し、課税繁忙期や各滞納整理期に協力して対応した。［税務課］
御柱祭や各種イベント等で人員が必要となる係の枠を越えた協力体制が確立されている。［産業振興課］
水路の維持管理について関係課と連携を図り、行っている。［産業振興課］
特に民公協働事業については、積極的に応援依頼をしている。［建設水道課］
災害等について、常に各課との連携は考えているところであり、訓練等によりさらに共有を図っている。［消防課］

効 果
年度別計画

33

課・係を超えた職員応
援体制の確立

各業務の範囲が広くなり、業
務量が増しているなかで、課
及び係内連携の視点から、年
間を通じて繁閑期における事
務量の差を調整するため、イ
ベント、調査など課・係内の
協議などにより応援体制をと
る必要があります。

課・係内に限らず全町的なイ
ベントや計画策定など年度の
重要施策の推進に際して人数
と時間を要すものに対しては
課長会等を通じて、職場間の
連携と理解により、課を超え
た応援体制を図り各事業に対
応します。

他部門で行っている
事業との連携

平成23年度実施

時間と人数を要する事業等へ
組織の横断的な連携と取組を
行うことで、柔軟な組織体制
の構築ができます。また、職
員同士、職務の理解ができま
す。

総務課／全課

課内はもとより、他課との連携を重視し、柔軟な組織体制及び協力体制を構築している。（砥川清掃、土のう作り、資源ごみ集積場の整頓等）［総務課］
係を超えた応援体制の実施として、課税の繁忙期や各滞納整理期に対応した。［税務課］
特に民公協働事業について、積極的に応援依頼している。［建設水道課］

具体的な取組事項 ３ 組織の連携強化の推進

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果

32

文書管理システムの導
入

文書業務は普段の仕事を行っ
た上で更に行うものであり、
敬遠されがちな業務ですが、
情報公開への的確な対応、事
務効率の向上を図る為文書管
理システムの導入が必要とな
ります。

緊急雇用創出事業により、簿
冊管理・ダンボール管理を行
うため、４万冊の簿冊の確認
・整理を行います。以後につ
いては、文書管理システムに
て更新します。

平成23年度実施 公文書等の管理に関する法律
第34条に規定された、地方公
共団体の文書管理に対応する
ことができます。

総務課

緊急雇用創出事業を活用し実施。球場書庫は長期保存文書をダンボール管理とし、地下書庫は簿冊管理を原則とした。簿冊の住所を明確にし、廃棄対象簿冊を年度ごとに整
理。今後においては、簿冊の新規、改廃など変更が生じた場合は総務課文書担当者が管理する。

保存文書のナンバリング化を行い、データ管理し、文書管理システムの運用を開始した。

システム運用に際し、適正な管理の方法とルールの確立のため、検証、研究を行った。

引き続き、システム運用のためのルールの確立に向け、研究を行った。

引き続き、システム運用のためのルールの確立に向け、研究を行った。

年度別計画

年度別

実施状況

年度別

実施状況
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基本方針 ３：持続可能な行財政経営

基本目標：１ 中長期計画に基づく堅実な行財政経営／２ 財源の効果的投入と事務の合理化

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

H23 H24 H25 H26 H27

実施

達成率等

実施 実施 実施 実施 実施

H23

H24

H25

H26

H27

H23 H24 H25 H26 H27

実施方法検討 実施

達成率等

検討・実施 実施 実施 実施 実施

H23

H24

H25

H26

H27

民間の委員を中心とする出会い・婚活プロジェクトにより、婚活イベントを企画・開催。開催回数６回（内１回は参加者不足のため中止）。参加者１６９名（男性：８５名、女性８４名）。
［総務課］

健康スポーツゾーンプロジェクト、しもすわガーデンプロジェクト、町内公共サインプロジェクトにおいて各施策の検討を開始し、現在も継続中。 民間委員による下諏訪町公共交通
活性化プロジェクトでは、町内の公共交通について住民アンケートの実施も踏まえて計６回にわたり総合的に議論し、提言をまとめた。 この提言に基づき、平成２５年度から抜本
的なあざみ号のダイヤ改正や、福祉タクシーの要件拡大が行われる。 出会い・婚活プロジェクトでは、６回の婚活イベントを開催。 延べ２７０名が参加、成婚の報告もあった。[総
務課]

町内公共サインプロジェクトにおいては１０箇所（１５枚）の既存サインの修繕、８箇所の老朽化サインの撤去、３箇所の地図サインの新設、２２箇所（３０枚）の電柱へのサイン新設
を実施した。 出会い、婚活プロジェクトでは８回の婚活イベントを開催し、延べ２８２名が参加、２２組のカップルが成立した。［総務課］
都市計画道路の見直しにおいて、庁内及び庁外検討委員会を設置し、合計８回の委員会を開催した。 検討委員会では住民説明会の結果を受けて、見直し方針及び都市計画道
路整備プログラムを策定した。 おんばしらグランドパークの整備及び高札場の復元について、地元関係者及び有識者によるワークショップを開催し、整備を要する機能及び歴史
的経過等の検証を行い、２６年度において、ワークショップの結果を実施設計に反映しながら整備を行う。 健康スポーツゾーン構想に伴い、庁外高木運動公園利活用検討委員会
を設置し、２回の委員会及び地元５区に住民説明会を開催した。［建設水道課］

町内公共サインプロジェクトにおいては、４５箇所の電柱サインの更新・新設、４箇所の地図サインの新設、住民要望等があった４箇所のサインの新設、老朽化した６箇所のサイン
の撤去を行い、町内の景観に配慮したサインの整備を進めた。
出会い・婚活プロジェクトでは、７回の婚活イベントを開催。延べ２４２名が参加し、２４組のカップルが成立した。［総務課］

町内公共サインプロジェクトにおいては、電柱サイン新設２１枚、修繕１４箇所、撤去１基、新設１箇所整備し事業を終了した。
出会い・婚活プロジェクトでは、６回の婚活イベントを開催。延べ１４４名が参加し、１４組のカップルが成立した。［総務課］
町内公共サインプロジェクトにおいては、２１箇所の電柱サインの更新・新設、住民要望等があった１箇所のサインの新設、老朽化した１箇所のサインの撤去を行い、町内の景観
に配慮したサインの整備を進めた。［産業振興課］

年度別計画

平成23年度実施 各課の連携と団体、町民によ
るプロジェクトを編成するこ
とで、斬新なアイデアや財源
を効果的に活用できる仕組み
づくりができ、政策、施策に
活かせます。総務課／全課

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果

34

プロジェクトの活用 町の課題や計画策定など、課
を横断した職員による庁内プ
ロジェクトを編成し、方向性
や財源裏付けなど研究・検討
を進めています。

庁内職員に限らず、団体、町
民を含めたプロジェクトを編
成し、課題解決案の作成や、
方向性を示す取り組みを推進
し、その役割を果たしていき
ます。

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果

35

保健師業務の連携の推
進

高齢者係の保健師は介護認定
調査を行い、保健センターの
保健師は、保健予防業務をそ
れぞれ行っています。
お互いの業務量が増している
状況であり、人員が不足する
場合の連携が必要です。

それぞれの業務で、人員が不
足する場合、職場間の連携を
密にして、応援体制を図りま
す。

平成24年度実施 お互いが連携することにより
限られた人員により事業が実
施できます。

健康福祉課

２か月に１回保健師の連絡会を持ち、それぞれの部署の業務状況など情報交換を行い現状把握ができた。健康講座や救護の依頼の際、分担・協力について検討し対応できた。

２か月に１回の保健師連絡会を継続。 乳幼児健診で人員不足となる際は、高齢者係保健師に補助してもらうなど、連携して事業推進ができた。

年度別計画

連絡会の継続。 連絡会の中で、要介護の原因と生活習慣病予防について情報交換ができた。 また、町のイベントでの救護を分担して実施できた。

連絡会の継続。人員不足を係を超えて補う機会はなかったが、定期的な情報交換を窓口業務に生かすことができた。(高齢者の予防接種について、二次予防教室についてなど)

連絡会の継続。情報交換を窓口業務に生かすことができた。

年度別

実施状況

年度別

実施状況
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基本方針 ３：持続可能な行財政経営

基本目標：１ 中長期計画に基づく堅実な行財政経営／２ 財源の効果的投入と事務の合理化

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

H23 H24 H25 H26 H27

実施

達成率等

実施 実施 実施 実施 実施

H23

H24

H25

H26

H27

H23 H24 H25 H26 H27

研究／検討 方向付け

達成率等

研究・検討 研究・検討 研究・検討 研究・検討 決定

H23

H24

H25

H26

H27

各指定管理者により、施設の適切な管理運営が行われた。［総務課］

各指定管理者により、コスト削減及び利便性向上に向けた施設の管理運営が適切に行われた。［総務課］

平成２７年度において町が設置及び管理主体となっている２４の施設について、各施設の指定管理者制度導入に係る検討をした結果、現状においては、これまでの３施設につい
て指定管理者制度の継続が望ましいとの結論に至り（旧奏鳴館については、平成27年度途中で指定管理者の指定の取消に関する申出書が提出され、その後普通財産の貸付の
形により日本電産サンキョーへ貸付）、平成２８年４月１日より５年間指定した。〔総務課〕
奏鳴館は指定管理者制度を廃止し、あらたに民間活力の導入により、管理運営が開始された。［産業振興課］

年度別計画

36

指定管理者制度の積極
的な活用

現在、指定管理者制度導入施
設は、老人福祉センター・あ
ざみ館・奏鳴館・儀象堂の４
施設です。今後は、その他の
公共施設や業務についても、
管理・運営、対外関係、経費
等を十分検討し、民間の活力
を活かせるものは導入が必要
となってきます。

公共施設などの管理運営につ
いて、指定管理者制度、ＰＦ
Ｉ等を活用し、業務の効率化
とサービスの向上を図り、財
政面での負担軽減と良質な住
民サービスを提供する視点か
ら積極的に検討を進めます。

平成23年度実施 業務の内容、施設の性質や費
用対効果から、導入による事
業費コストの削減、質の高い
公共サービスの提供が可能と
なります。

サービス拡充、コスト削減、公平性確保、自立経営のための採算性等を勘案すると、民間事業者による運営にそぐわない。社会体育推進のため減免団体が多く、民間へ事業委
託するために減免規定等を大幅に見直し、収益的施設へ転換を図ることが不可避であり、町のスポーツ振興を著しく損なう可能性が高い。よって導入は不可能であると考える。

総務課／関係各課

平成２２年度において町が設置及び管理主体となっている２４の施設について、各施設の指定管理者制度導入に係る検討をした結果、今後、スポーツ施設全体について検討する
必要はあるものの、現状においては、これまでの４施設について指定管理者制度の継続が望ましいとの結論に至り、平成２３年４月１日から５年間指定した。［総務課］

各指定管理者により、コスト削減に向けた努力がなされるなか施設の管理運営が行われた。［総務課］

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果

公の施設の運営形態と費用対
効果を分析することで、効果
的かつ効率的な運営が可能に
なります。

教育こども課

下諏訪町体育協会のNPO法人化に伴い、業務見直しの中で平成１６年度から当法人に総合運動場の管理業務を委託している。施設利用者への利便性と効率的運営を行うた
め、民公協働の趣旨からも研究・検討を進める。

効率的な運営とともに施設利用者の利便性向上に向け、更に研究・検討を進める。

ＮＰＯ下諏訪町体育協会には、引き続き総合運動場の管理業務を委託している。 施設利用者への利便性と効率的運営を行うため、木曜日の休日も廃止し、管理業務を行うことと
した。 平成２５年度における方向付けが進められなかったため、今後に向けて更に研究・検討を進める。

体育館及び総合運動場については、現状どおりとし、それ以外の施設については、利便性の向上や施設の効率的運営について引き続き研究・検討を進める。

効率的な運営とともに施設利用者の利便性向上に向け、更に研究・検討を進める。

ＮＰＯ下諏訪町体育協会には、引き続き総合運動場の管理業務を委託している。 施設利用者への利便性と効率的運営を行うため、木曜日の休日も廃止し、管理業務を行うことと
した。 平成２５年度における方向付けが進められなかったため、今後に向けて更に研究・検討を進める。

体育館及び総合運動場については、現状どおりとし、それ以外の施設については、利便性の向上や施設の効率的運営について引き続き研究・検討を進める。

37

スポーツ施設の民間活
力導入の検討

現在、老人福祉センターをは
じめ４施設が指定管理者制度
の導入をしています。平成22
年11月に下諏訪町指定管理者
選定委員会において、スポー
ツ施設全体について、民間活
力導入の検討をする必要があ
るとの報告がありました。

町のスポーツ施設全体につい
て、施設の管理・運営、対外
関係、利用度などから検討を
することで、民間活力導入の
方向性を検討します。

目標年次
平成23年度
研究／検討
平成25年度
方向付け

№

具体的な取組事項 ４ 民間活力の導入

取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果
年度別計画

年度別

実施状況

年度別

実施状況
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基本方針 ３：持続可能な行財政経営

基本目標：１ 中長期計画に基づく堅実な行財政経営／２ 財源の効果的投入と事務の合理化

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

H23 H24 H25 H26 H27

実施

5,700 5,800 5,900 6,000 6,100

達成率等

5,648 5,946 6,572 7,102 6,060

H23

H24

H25

H26

H27

年度別計画

H23 H24 H25 H26 H27

実施

3,500 7,000 10,000 11,000 12,000

達成率等

7,261 13,431 11,893 13,473 13,622

H23

H24

H25

H26

H27

年間４４日開催し、多数の児童が参加した。 参加児童の増加による事故防止のために、スタッフを増員した。

年間４３日開催し、主に低学年の児童が多数参加した。子ども同士のトラブルもあるが、学年を越えて交流できる活動ができた。

年間４１日開催し、多数の児童が参加した。 児童の居場所として定着しており、異なる学年との交流や地域住民とのつながりが図られた。

年度別計画

38

放課後子ども教室の推
進

Ｈ20年10月から毎週水曜日の
放課後に実施しており、多く
の児童が利用していますが、
対応するスタッフ不足、補充
が課題です。

地域住民の参加や団体等の協
力を得て、内容の充実を図り
ます。

利用者数
平成27年度目標
延べ人数
6,100人

放課後の児童の居場所を確保
し異年齢の交流、また、地域
とのつながりが深まります。

教育こども課

年間４０日開催し、多数の児童が参加。スタッフ不足の課題はあるものの、児童の安全を見守りながら交流を図る。

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果

子育て親子と高齢者が集える
場を提供し、相談やふれあい
交流を図る場として、平成23
年度に高齢者・子育てふれあ
いセンターを設置します。

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果

平成23年度実施
利用者数
平成27年度目標
延べ人数
12,000人

ふれあい交流を通して、世代
間、地域との関わりをもつこ
とにより、子育て支援の拠点
となります。

教育こども課

１０月まで旧第八保育園で開設。１１月からは改修した旧第三保育園にて、子育て親子の支援に加え、高齢者・地域住民との世代間交流を行った。

親子での利用者が11,694人、高齢者やサポーター等の利用者が1,928人であった。 幅広い世代間の交流、また、地域との関わりを持つことができた。

39

子育てふれあいセン
ター事業の推進

子育て親子の安心できる居場所、高齢者・地域住民が世代間交流を通して生きがいを感じる場所として定着。 各種支援プログラムによる親育ち、孫育ち支援の充実を図った。

子育て親子が、ほかの親子や地域の人たちと関わり合いながら、安心して過ごせる場所になっている。 各種支援プログラムによる親育ち孫育ち支援が定着し充実してきた。

近隣との人間関係が希薄にな
っているなかで、子育てに不
安を持つ家庭が多く、地域で
触れあう子育て支援を推進す
る必要があります。

年間４５日開催し、多数の児童が参加した。 南小改築工事のため、限られた場所での開設であったが、利用者数の減少はなく、児童の居場所として定着した。

子どもが健やかに育つことができる場、高齢者と子どもがふれあうことができる場、高齢者の生きがいづくりの場として定着してきているため、大勢の方の利用があった。

年度別

実施状況

年度別

実施状況
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基本方針 ３：持続可能な行財政経営

基本目標：１ 中長期計画に基づく堅実な行財政経営／２ 財源の効果的投入と事務の合理化

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

H23 H24 H25 H26 H27

実施

目標収納率 目標収納率 目標収納率 目標収納率 目標収納率

町税 92.8% 93.1% 93.4% 93.7% 94.0%

国保税 81.0% 81.1% 85.1% 85.2% 85.3%

水道料 97.2% 97.3% 97.4% 97.5% 97.6%

下水道料92.5% 92.6% 92.7% 92.8% 92.9%

保育料 93.4% 93.7% 94.0% 94.3% 94.6%

後期高齢者
保険料 99.3%

99.4% 99.4% 99.4% 99.4%

介護保険料
99.35%

99.36% 99.37% 99.38% 99.39%

達成率等

町税 93.8%
国保税 82.3%
水道料 95.7%
下水道料

92.8%
保育料 93.0%
後期高齢者
保険料 98.9%
介護保険料

99.22%

町税 94.5%
国保税 83.9%
水道料 94.6%
下水道料

91.3%
保育料 92.2%
後期高齢者
保険料 98.9%
介護保険料

99.25%

町税 94.9%
国保税 84.0%
水道料 94.2%
下水道料

90.7%
保育料 92.6%
後期高齢者
保険料 98.7%
介護保険料

99.24%

町税 95.2%
国保税 85.4%
水道料 93.6%
下水道料

90.7%
保育料 93.9%
後期高齢者
保険料 98.8%
介護保険料

99.23%

町税 95.7%
国保税 85.1%
水道料 93.9%
下水道料

90.9%
保育料 94.5%
後期高齢者
保険料 98.9%
介護保険料

99.20%

H23

H24

H25

H26

H27

収納対策室を中心として、課、係を超えた対応により収納率の向上に努めた。 収納率 町税 94.5％ ［税務課］
収納率 国保税 83.9％、 後期高齢者保険料 98.9％ ［住民環境課］ 収納率 介護保険料 99.25％ ［健康福祉課］
収納率 水道料 94.56％、 下水道料 91.30％、 温泉 96.17％ ［建設水道課］ 収納率 保育料 92.15％ ［教育こども課］

収納対策室を中心として、課、係を超えた対応により、収納率の向上に努めた。 収納率 町税 94.9％ ［税務課］
収納率 国保税 84.0％、 後期高齢者保険料 98.7％ ［住民環境課］
滞納者との地道な折衝及び夜間滞納整理を高齢者係単独で実施し、介護保険料のうち滞納繰越分について、諏訪６市町村ではトップの収納率（当町36.17%、広域全体20.79%）の
成果を上げた。［健康福祉課］
収納率 水道料 94.24％、 下水道使用料 90.70％、 温泉分湯料 95.06％ ［建設水道課］ 収納率 保育料 92.62％ ［教育こども課］

収納対策室を中心として、課、係を超えた対応により、収納率の向上に努めた。 収納率 町税 95.2％ ［税務課］
収納率 国保税 85.4％、後期高齢者保険料 98.8％ ［住民環境課］
滞納者との地道な折衝及び夜間滞納整理を高齢者係単独で実施し、介護保険料の収納率は諏訪広域全体99.20%を上回る成果を上げた。［健康福祉課］
収納率 水道料 93.63％、 下水道使用料 90.70％、 温泉分湯料 95.06％ ［建設水道課］
収納率は、保育料が93.84％、長時間保育料が94.23％、トータルで93.85％であった。［教育こども課］

収納対策室を中心として、課、係を超えた対応により、収納率の向上に努めた。 収納率 町税 95.68％ ［税務課］
収納率 国保税 85.1％、後期高齢者保険料 98.9％ ［住民環境課］
滞納者との地道な折衝及び夜間滞納整理を高齢者係単独で実施し、現年度分及び滞納繰越分について、ともに諏訪広域全体の収納率を上回る成果を上げた。［健康福祉課］
収納率 水道料 93.87％、 下水道使用料 90.87％、 温泉分湯料 94.82％ ［建設水道課］
収納率は、保育料が94.58％、長時間保育料が80.06％、トータルで94.47％であった。［教育こども課］

効 果
年度別計画

40

収納率向上対策の推進 昨今の経済・雇用情勢により
町税等の収納率は年々低下傾
向にあります。住民サービス
提供に係る町事業費の根幹を
なす町税等の自主財源確保は
非常に重要であり、税の公平
負担の観点からも収納率の向
上を図っていく必要がありま
す。
また、平成22年度に収納対策
室を設置し、取り組みを強化
しました。

住民の生活実態を考慮し、各
月に休日納税相談窓口（原則
第１週の土・日）を開設し、
収納対策室を中心に収納率向
上に向けた全庁的な取り組み
（夏季・夜間・年度末等の一
斉滞納整理）を実施します。
また、大口困難滞納者につい
ては県滞納整理機構への移管
も検討し、収納率向上に努め
ます。

平成23年度実施

平成27年度
目標収納率
・町税 94.0％
・国保税 85.3％
・水道料 97.6％
・下水道料 92.9％
・保育料 94.6％
・後期高齢者

保険料 99.4％
・介護保険料

99.39％

各月の休日納税相談の実施に
より、相談・納税が同時に行
え、住民の利便性向上が図ら
れます。
また、全課による一斉滞納整
理、機構への移管等により、
税の公平負担の推進、自主財
源確保が推進されます。

税務課／関係各課

収納対策室を中心として、課、係を超えた対応により収納率の向上に努めた。 収納率 町税 93.8％ ［税務課］
収納率 国保税 82.3％、 後期高齢者保険料 98.9％ ［住民環境課］ 収納率 介護保険料 99.22％ ［健康福祉課］
収納率 水道料 95.67％、 下水道料 91.30％、 温泉 97.32％ ［建設水道課］ 収納率 保育料 93.0％ ［教育こども課］

具体的な取組事項 ５ 収納率の向上

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標

年度別

実施状況

- 23 -



基本方針 ３：持続可能な行財政経営

基本目標：１ 中長期計画に基づく堅実な行財政経営／２ 財源の効果的投入と事務の合理化

第４次行政改革大綱〈推進計画 H23－H27〉

H23 H24 H25 H26 H27

実施

目標収入

110万円 120万円 130万円 140万円 150万円

達成率等

122.5万円 120.7万円 127.0万円 129.1万円 102.5万円

H23

H24

H25

H26

H27

年度別計画

玄関マット広告収入は126,000円、町公用封筒広告収入は200,000円、事業別予算説明書の広告収入にあっては335,000円で、前年度よりも10,000円の増となった。 ホームページ
のバナー広告収入については、１枠の町内、町外の月額金額を見直し、町内８社、町外２社の381,000円で前年度比96,000円の増額となり、目標収入に到達できた。［総務課］
納税通知書用封筒による広告収入として、３件で９万円の収入があった。［税務課］

玄関マット広告収入は30,000円減の96,000円、町公用封筒広告収入は60,000円の増額で260,000円、事業別予算説明書の広告収入は15,000円の増額で350,000円、ホームペー
ジのバナー広告収入については9,000円の増額で390,000円となり、目標収入にはわずかに及ばなかったが、概ね目標を達成できた。［総務課］
納税通知書用封筒による広告収入として、３件で90,000円の収入があった。［税務課］
文化センターの玄関マット広告収入は54,000円、催物案内広告収入は30,000円で、前年度よりも9,000円の増となった。［教育こども課］

№ 取組事項 現状と課題 実施内容 目 標 効 果

玄関マット広告収入は54,000円増の150,000円、町公用封筒広告収入は20,000円増の280,000円、事業別予算説明書の広告収入は5,000円減の345,000円、ホームページのバ
ナー広告収入は18,000円減の372,000円の収入があった。［総務課］
納税通知書用封筒による広告は、３件で45,000円の収入があった。［税務課］
あざみ号広告は、１社で18,000円の収入があった。［住民環境課］
文化センター玄関マット広告収入は54,000円、催物案内広告は27,000円の収入があった。［教育こども課］

玄関マット広告収入は54,000円減の96,000円、町公用封筒広告収入は80,000円減の200,000円、事業別予算説明書の広告収入は前年同額の345,000円、ホームページのバナー
広告収入は96,000円減の276,000円の収入があった。［総務課］
納税通知書用封筒による広告は、3件で45,000円の収入があった。［税務課］
文化センターの玄関マット広告収入は54,000円、催物案内広告は9,000円の収入があった。［教育こども課］

41

広告収入等新たな歳入
確保への積極的な取り
組み

新たな歳入確保は、事業別予
算説明書、広告マット、公用
封筒、ホームページバナー広
告など広告掲載による取組を
推進しています。

実施している広告媒体を継続
するとともに、新たな媒体へ
の取組も検討します。

平成27年度

目標広告収入
150万円

町の資産を広告媒体として活
用し、民間企業等の広告を掲
載することで新たな財源を確
保するとともに、町民サービ
スの向上と地域経済の活性化
が図られます。関係各課

事業別予算説明書の広告収入については、325,000円と前年度よりも20,000円の増となった。［総務課］
納税通知書用封筒による広告収入として、３件で９万円の収入があった。［税務課］

年度別

実施状況

- 24 -


