「行政サービスの向上と財政基盤の強化に向けた取組」おける平成30年度の取組状況
（１）財政マネジメントの強化
改革項目

具体的取組

内容

所管課

①安定的・効 中期財政見通 毎年度、中期財政見通しを
率的な財政運 しの策定
作成・公表し、当初予算編
営の推進
成をはじめとした財政運営
の目安として活用します。 財政課

総枠配分方式
による予算編
成システムの
充実

総枠配分方式による予算
編成を通して、各部局のマ
ネジメントの強化を図りま
す。

財政課

Ｈ30取組状況

今後の課題・方向性

平成30年10月に、予算編 中期財政見通しについては、国の「経済財政運営と
成方針とともに中期財政見 改革の基本方針」などを参考とし、市税をはじめとした
通しを作成・公表し、これを 歳入及び投資的経費などの歳出を見込み、3ヵ年の財
基本に平成31年度当初予 政見通しとして作成している。
算の編成を行った。
経済、社会情勢が不安定な中において、見通しの精
度を高められるよう情報収集に努める。
平成31年度当初予算に
予算編成にあたっては、「財源には限りがある」との
おいても、年間総額予算主 認識を全庁的な共通理解にするとともに、市民への理
義に基づき、一般財源の総 解を得るため、説明責任を果たしていくことが必要であ
枠配分方式により予算編 る。
成を行った。
事業の優先順位や費用対効果などについて十分に
検討を行い、新規事業については、その効果を十分に
検討したうえで事業化の是非を判断するものとする。

公債費負担の 公債費負担の適正化へ向
適正化
け、毎年度「公債費負担適
正化計画」の進行管理を行
い、適正な水準を目標に市
債残高の低減に努めま
財政課
す。

公債費負担適正化計画
これまで公債費負担適正化計画を策定し、実質公債
の進行管理を行い、公債費 費比率の低減に取り組んできた結果、着実に改善が図
負担の適正化を図った。 られているところである。
平成30年度においては、 今後も安定的な財政基盤が構築できるよう、適切な
市債管理の方法を見直し 市債管理と公債費負担適正化計画の進行管理を継続
たが、その後、緊急に必要 する。
となった大規模事業の実施
により、見通しを上回る市
債発行となった。

基金の積立と 財政調整基金については、
活用
標準財政規模の10％※を
安定的に確保することに努
めるとともに、地方財政法
や条例に基づき、その活用
を図ります。また、公共施
設維持整備等基金につい
ても、継続した積立と適切 財政課
な活用に努めます。
※平成29年度の標準財政
規模は約285億円であ
り、10％は約29億円になり
ます。

財政調整基金の残高に
本市の平成29年度末における財政調整基金残高
ついては、平成30年度決算 は、県内他市や全国類似団体（38団体）と比較しても、
見込みで標準財政規模の 平均以下の額に留まっているため、類似団体の平均を
11.0％となった。
目途に、地方財政法第7条の規定を遵守して積立を継
公共施設維持整備等基 続する。
金については、9月補正に また、公共施設維持整備等基金については、当面、
おいて2億円を積み立てる 劣化が進む公共施設の維持補修などに活用するととも
とともに、平成31年度当初 に、公共施設等総合管理計画の進捗に合わせ、活用し
予算において、緊急性・危 ていく。
険性・市民要望を踏まえ、
適切に活用した。
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「行政サービスの向上と財政基盤の強化に向けた取組」おける平成30年度の取組状況
（１）財政マネジメントの強化
改革項目

具体的取組

内容

所管課

行政評価シス 第7次総合計画の政策目
テムの充実
標の実現に向けた事務事
業の構築と既存事業等の
検証、改善及び見直しを行
います。また、外部評価制
度により、専門家や市民の
意見を評価に反映していき 企画調整課
ます。さらに、評価手法や
スケジュールなど行政評価
の実施内容について、精査
を加えながら制度の充実を
図ります。
工事の発注・ 債務負担行為を活用する
施工時期の平 ことにより、公共工事の発
準化
注・施工時期の平準化を図
ります。

Ｈ30取組状況

今後の課題・方向性

平成31年度の各事務事
第7次総合計画では、重要業績評価指標（ＫＰＩ）を用
業について、重要業績評価 いて施策の目標を設定していることから、行政評価に
指標（KPI）と施策評価によ おいても、ＫＰＩによる定量評価と施策評価による定性
り評価を行った。評価にあ 評価により、各政策分野の評価を行い、第7次総合計
たっては、記載方法の一部 画の進行管理を行っていく。
見直しを行い、市民に分か
り易い標記とするよう配慮
した。
あわせて、有識者及び公
募市民による外部評価を
行い、委員の意見を踏まえ
た評価を行った。

【契約検査課】
施工時期の平準化は、入札不調・不落対策、企業経
庁内において債務負担行 営の健全化、中長期的な公共工事の担い手確保対策
為（ゼロ市債）の活用状況 に資する取組であり、国、県の動向を注視しながら、引
の共有を図った（部長会議 き続き社会資本整備総合交付金事業等も含め、債務
報告）。
負担行為（ゼロ市債）の活用を推進していく。
工事担当課に取組推進を
依頼し、平成30年度設定債
契約検査課・ 務負担行為（ゼロ市債）が
15件設定され、全て発注済
財政課
み。
【財政課】
12月補正予算において債
務負担行為を設定すること
により、公共工事（単独・補
助）の発注・施行時期の平
準化を図った。

公共工事のコ 工事の品質を確保しつつ、
スト縮減
工事の計画、設計及び施
工にあたり経済性や効率
性に配慮することにより、 契約検査課
公共工事のコスト縮減を図
ります。

公共工事コスト縮減推進
会議を開催し、実績報告を
行った。
また、工事担当者に対
し、工事手法等のフォロー
アップを実施した。
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工事の品質確保に配慮し、経済的かつ効率的な設計
の実施及び工事の施工によるコスト縮減に加え、長期
的なコストの低減等も視野に入れたコスト縮減に取り組
んでいく。あわせて設計を行う技術職に対して、コスト
縮減の意義や必要性等、研修会等を通して周知してい
く。

「行政サービスの向上と財政基盤の強化に向けた取組」おける平成30年度の取組状況
（１）財政マネジメントの強化
改革項目

具体的取組

内容

所管課

国民健康保険 適正な水準を確保するた
税の適正賦課 め、必要に応じた見直しを
行います。
国保年金課

②歳入の増加 徴収率向上対 特別徴収事業所の拡大や
に向けた取組 策
口座振替等を推進していき
ます。

納税課

税外債権管理 税外収入の滞納処分に取
の強化
り組みます。
納税課

ふるさと納税
の推進

効果的な情報発信や適切
で魅力ある返礼品によりふ
るさと納税を推進します。
総務課

広告事業の推 広告掲載等に関する要綱
進
に基づき、積極的に市の資
産等を広告媒体とすること
により、自主財源の確保に 財政課
努めます。

Ｈ30取組状況
準備金積立金の活用等
により国保事業費納付金
の財源を確保し、平成31
年度に向けて現行税率を
維持した。

今後の課題・方向性
当該年度の収支見通しを踏まえつつ、平成30年度か
らの県単位化に伴う、国保事業費納付金や標準保険
料率の動向を踏まえながら、本市の実態等を勘案した
税率設定の検討を行う。

市政だよりやホームペー 自主財源の基幹となる市税の確保を図るためには、
ジ、パンフレット等を活用し 市民の理解と信頼を得ることが重要であり、市税徴収
た広報活動を行い、特別徴 に関する制度や納付方法等について、市政だよりや
収事業所の拡大や口座振 ホームページ、パンフレット等を活用した広報活動等を
替の加入促進に努めた。 行い、納期内納付率を高める口座振替や電子納税等
を推進する。
保育所負担金、介護保険 所管課と連携し、市税徴収と併せて税外収入の効率
料、下水道事業受益者負 的な滞納整理を推進する。
担金について、所管課と連
携し、法令に基づいた適正
な滞納処分を行った。
事業者からの提案を活用
し、寄附金額に応じた返礼
品の拡充を図るとともに、
引き続き、クレジット納付に
よる寄附金の納付利便性
の向上を図った。

寄附者への返礼品について、自治体間の競争が過
熱しており、国からも寄附の趣旨に沿った良識ある対
応が要請されている。
一方で、ふるさと納税については、本市の更なるＰＲ
や地域活性化の視点から、様々な意見が寄せられてき
た経過にあり、節度ある対応を基本として持続的に取り
組む。

新たに広告付き窓口番号 他自治体における事例などを含め、情報収集を行い
案内表示システムを導入 ながら、本市の実情にあった取組について検討してい
（市民課）するとともに、市 く。
民向け防災ガイドブックの
寄付募集（危機管理課）な
どを行った。
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「行政サービスの向上と財政基盤の強化に向けた取組」おける平成30年度の取組状況
（１）財政マネジメントの強化
改革項目

具体的取組

内容

所管課

Ｈ30取組状況

今後の課題・方向性

市有財産の積 未利用財産の他用途での
極的な活用
利用や売却を行うなど、市
有財産利活用基本方針に 総務課
基づき活用を図ります。

市有財産利活用検討委
平成24年2月に策定した市有財産利活用基本方針に
員会で決定した売却方針 基づき、必要に応じて個別財産ごとの利活用方針を検
に従い、一般競争入札によ 討し、未利用財産の解消、有効活用に努める。
り材木町一丁目地内の土
地の売却を行った。
使用料・手数 水道料金・下水道使用料
経営審議会で経営状況を アセットマネジメントの手法により、施設の更新の平
料等の適正化 の適正化の検討や、教育・
説明し、料金が適正か否か 準化を図り、適切な維持管理や更新の財源を確保する
保育施設等における利用
の検証作業を継続してい 必要がある。
者負担の適正化について
る。
水道施設総合整備計画（施設の重要度、整備の緊急
検討を行います。
使用者へ、広報紙、FMや 度、技術面と財政面を考慮）の策定を行う。
イベント（水カフェ）を実施
安定的な事業経営を行うため、事業経営の適切な検
水道部総務課 し、水道事業のPR活動を 証を行い、それに見合う水道料金の適正化を図る。
行った。
水道施設総合整備計画
については、パブリックコメ
ントを実施し、平成30年12
月に作成を終えた。

下水道課

H31.3月に、H31～H34を
毎年度、向こう4年間の収入見通しや経費を算出し、
算定期間として収入や経費 現在の使用料水準と必要な使用料水準との比較検証
を試算し、比較検証した結 作業を行っており、これを継続していく。
果、現在の使用料水準が
平成32年度からの企業会計化以降については、減価
適正範囲内であることを確 償却費が明確となることから、資本費に対する使用料
認した。
算定方法を見直す必要がある。

利用者世帯の収入状況
国基準に準拠した利用者負担額の設定が必要である
の統計調査と国の動向に ものの、少子化対策や低所得者対策を勘案した施策
こども保育課 合わせながら、利用者負担 の反映が望まれているため、国の進める「幼児教育無
額の改定について検討し 償化」の取組状況を注視しながら取り組んでいく。
た。
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「行政サービスの向上と財政基盤の強化に向けた取組」おける平成30年度の取組状況
（１）財政マネジメントの強化
改革項目

具体的取組

内容

所管課

③総人件費の 職員数の適正 定員管理計画に基づき、職
抑制
管理
員数の適正化を図ります。

人事課

多様な任用形 一時的又は時限的な業務
態の活用
などについて、任期付職員
等を活用します。
人事課

Ｈ30取組状況

今後の課題・方向性

質の高い市民サービスを 本市の行財政運営がさらに厳しい状況を迎える中に
持続的に提供するととも
あって、質の高い市民サービスを持続的に提供し続け
に、新たな行政需要に対応 ていくためには、一層簡素で効率的・効果的な組織を
しながら、第3次計画を踏ま 構築しながら、抑制基調の定員管理に努めていく必要
えた抑制基調の定員管理 がある。
に努めた結果、任期の定
めのない職員と再任用フル
タイムの合計で年度当初と
比べて2名減員となった。
H30.4.1 941名
H31.4.1 939名
様々な業務について任期
付職員や臨時職員等の活
用を行っている。
また、新たな任用である
会計年度任用職員制度の
平成32年4月1日からの導
入に向けて制度設計等の
準備を行った。

一時的又は時限的な業務など、必ずしも任期の定め
のない職員が担う必要のない業務や、専門的な知識・
技能を必要とする業務など、効率化が図られたり効果
が期待できる業務については、任期付職員等、多様な
任用・勤務形態を活用する。
また、平成32年度から適切に会計年度任用職員制度
を導入・運用できるようにするため、制度設計を行い、
必要な準備を進めていく。

給与等の適正 国の人事院勧告や県の人
管理
事委員会勧告に準拠し、給
与制度の適正化を図りま 人事課
す。

平成30年度人事院勧告
これまでも、人事院勧告及び県人事委員会勧告を踏
及び県の人事委員会勧告 まえ、給与制度の適正化を図ってきたところである。
に準じて、必要な改正を実 今後も、民間準拠を基本とする国の人事院勧告や県
施し、給与制度の適正化を の人事委員会勧告を踏まえ、適正な給与制度を維持
図った。
するため、必要な改定を行っていく。

時間外勤務の 能率的な業務執行やワー
適正管理
クライフバランスの観点か
ら、時間外勤務の適正管
理に努めます。

四半期ごとに時間外勤務 これまでの業務に加え、新規事業などの業務量の増
実績を各部に通知するとと 加に伴い、依然として時間外勤務の大幅な縮減が厳し
もに、必要に応じて、所属 い状況にある。
長ヒアリングを行い、現状と しかし、より能率的な業務遂行やワークライフバラン
課題の把握に努めた。ま ス等の観点からも、時間外勤務のより一層の適正管理
た、依命通達により、改め 及び縮減に努めていく。
て時間外勤務の適切な取
扱を行うよう周知徹底を図
るなど、時間外勤務のさら
なる適正管理に努めた。そ
の結果、対前年比で、時間
外勤務時間数が減少した。
H29：160,314時間
H30：149,107時間

人事課
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「行政サービスの向上と財政基盤の強化に向けた取組」おける平成30年度の取組状況
（１）財政マネジメントの強化
改革項目

具体的取組

内容

所管課

④公共施設マ 公共施設等総 公共施設等の適切な管理
ネジメントの推 合管理計画の のため、様々な取組を総括
進
進行管理
し、進行管理を行います。
企画調整課

公共施設の長 道路・橋梁、上水道施設、
寿命化
下水道施設、市営住宅、公
園施設 、農業水利施設・
林道などについて長寿命 農林課
化を図り、ライフサイクルコ
ストの縮減に努めます。
花と緑の課

下水道課

道路維持課

Ｈ30取組状況

今後の課題・方向性

「施設カルテ」のデータを 公共施設等の利用状況等とともに、近年の社会情勢
更新するとともに、総合管 や厳しい財政見通し等を共有し、話し合いながら理解
理計画の実施計画にあた を深め、地域との施設管理や情報収集の仕組みを協
る「施設再編の考え方（方 働で検討していく。
針）」及び「施設保全計画」 安全性・機能性の向上に向け、長期的な視点で施設
を策定した。
管理を進めるため、固定資産台帳や公共施設維持整
また、施設再編の先行事 備等基金との連携を強化していく。
例として、北会津・河東・湊
地区で地区ワークショップ
を実施した。
農業水利施設の点検を
施設を供用しながらの対策工事では、条件の良くない
行った（取水に影響する機 冬期間で行うことになる。対策工事は年度別の施工量
能障害の報告なし）。
や工法などを十分に検討し、早期完了による施設管理
林道施設長寿命化計画 費の軽減を図る。
の結果を受け、実施に向け
ての検討を行った。
会津総合運動公園多目
過去に集中的に整備した公園施設の老朽化が一斉
的広場サッカー・ラグビー に進行する中、 「会津若松市公園施設長寿命化計
場を人工芝化し、ライフサ 画」に基づく施設改修を基本としながらも、公園利用者
イクルコストの縮減を図っ の安全と安心を確保するため、日常点検・管理を徹底
た。
する必要がある。
浄化工場の長寿命化計
浄化工場については、H32からの長寿命化計画（2期
画（2期）にかかる承認手続 目 H32～H36）の策定及び計画に基づく改築更新を実
きを行った。
施する。
管きょの長寿命化につい 管きょについては、H26に策定済みの長寿命化計画
ても、計画どおり実施（更生 （1期 H28～H31）に基づき、改築更新を実施するととも
工事）。
に、H33からの計画（2期目 H33～H37）の策定及び計
農集排施設について
画に基づく改築更新を実施する。
は、4地区の機能診断を実 また、農業集落排水処理施設については、長寿命化
施するとともに、最適整備 に向け、平成29年度から継続して機能診断（老朽度等
構想の策定を行った。
の調査）を実施するとともに、最適化整備構想の策定
に取り組む。
計画に基づいた不動大橋 ｢会津若松市橋梁長寿命化修繕計画」を平成28年4月
の修繕工事を１件発注し完 に策定。
成させた。また、見明橋の
今後、計画に基づいた橋梁補修を国庫補助事業を活
修繕工事を明許繰越工事 用し実施する。
として１件発注した。
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「行政サービスの向上と財政基盤の強化に向けた取組」おける平成30年度の取組状況
（１）財政マネジメントの強化
改革項目

具体的取組

内容

所管課
建築住宅課

Ｈ30取組状況

今後の課題・方向性

居合団地の大規模改善
計画した事業が予定どおり実施できるよう関係機関と
及び城前団地の建替を実 の協議を密に行い、重要な財源である国交付金等の
施した。
確保に努める。

各種計画に基づき管路更 「水道わかまつ施設整備アクションプラン」については
新（布設替工事）を実施、 長期的な視点での施設整備にかかる具体的な計画策
完了した。
定、さらにはそれらを加味したアセットマネジメントの実
また来年度の継続実施に 践により実行性のある計画となるよう策定する。
向け、国交付金の要望を
更新整備にかかる国の交付金については一定の水
水道部施設課 行った。
本市水道事業ビジョンに 準を保ちながら交付されるよう他事業体と共に強く要望
基づき施設の強靭化を目 を行うとともに、整備にかかる財源確保のために今後
指すための基本方針となる の事業内容に合致した新たな交付金制度がある場合
「水道施設総合整備計画」 は積極的に活用し、更新整備の進捗向上に努める。
を策定した。
公共施設の再
編・複合化等
の検討及び実
施

施設再編プランや保全計
画等の実施計画を策定し
実施します。代表的な取組
として、地域の核となる施
設の複合化の検討、情報
や防災、市民サービスの拠
点としての庁舎整備を推進
します。併せて、複合施設
の効率的な管理運営方法
企画調整課
について検討します。

公共施設等総合管理計
既存施設を適正に管理するとともに、長寿命化し、有
画の実施計画にあたる
効活用することを最優先とし、まちづくりの観点から、施
「施設再編の考え方（方
設の再編についても検討を進めていく。
針）」及び「施設保全計画」 また、新たな施設の整備は、十分な検証を踏まえ判
を策定した。
断していく。
また、地域別での施設再
編の取組として、北会津・
河東・湊地区で地域住民と
ワークショップを行い施設
の利活用案について検討
を行った
「施設再編の考え方（方
針）」を踏まえ、複合施設等
の管理運営方法の検討を
進めている。
庁舎整備の基本計画を
取りまとめた。
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「行政サービスの向上と財政基盤の強化に向けた取組」おける平成30年度の取組状況
（１）財政マネジメントの強化
改革項目

具体的取組

内容

ＰＰＰ／ＰＦＩの
手法導入の優
先的な検討と
推進

国県等との連携や先進事
例、具体的な施設管理等
の状況を踏まえ、今後の公
共施設の整備や維持管理
（公共的サービスの提供を
含む）にあたっては、ＰＰＰ
／ＰＦＩの手法導入を優先
的に検討し、推進します。

所管課

企画調整課・
市民課・学校
教育課

Ｈ30取組状況

今後の課題・方向性

【企画調整課】
国県や他自治体、民間等のＰＰＰ／ＰＦＩ等について研
県立病院跡地利活用基本 究し、新たな施設の整備や既存施設の有効活用、効率
構想の策定において、民間活 的な管理運営に、民間活力を最大限に生かしていく。
力導入可能性調査（マーケッ
トサウンディング）を実施した。 【企画調整課】
また今後のＰＰＰ／ＰＦＩ手法導
入のロードマップを検討した。 県立病院跡地については、公共性が高く市が担うべ
き機能だけでなく、事業性や収益性が高く民間事業者
【市民課】
斎場火葬炉設備長寿命化 が担うことが有益である機能が求められ、また、市の財
方針に基づき、火葬炉の長寿 政負担を軽減しながら、良質なサービスを提供していく
視点も必要であることから、官民連携（ＰＰＰ／ＰＦＩ）の
命化対策を実施した。
【学校教育課】
可能性も含めて、利活用の基本計画を策定する。
給食センターについて、一般
的なＰＦＩを含めて、簡易型ＢＴ 【市民課】
Ｏ方式や所有権移転型分割
斎場火葬炉設備長寿命化方針に基づき火葬炉の長
払い方式などの研究を進めて 寿命化対策を実施するとともに、併せて新たな施設整
いる。

備等を検討していく。

【学校教育課】
給食センターについて、新たな施設の整備や既存施
設の有効活用、効率的な管理運営に、民間活力を最
大限に生かせるよう、国県や他自治体、民間等で活用
している複数の手法について研究していく。
⑤統一的な基
準による地方
公会計の整備
促進

統一的な基準
による財務書
類の整備及び
活用の検討

固定資産台帳の整備と複
式簿記の導入を前提とした
財務書類を作成・公表しま 財政課
す。また、その活用方法に
ついても検討します。

⑥公営企業会 公営企業会計 下水道事業・農業集落排
計の適用の推 の適用の推進 水事業・個別生活排水事
進
業、湊町簡易水道事業・西
田面簡易水道事業につい
て、平成32年度からの公営 下水道課
企業会計適用に向けた取
組を進めます。

平成29年度決算における 統一的な基準による財務書類を継続的に作成してい
統一的な基準による財務 くとともに、その活用についても、指標や他自治体との
書類について作成した。
比較、固定資産台帳を用いた公共施設のマネジメント
や適切な管理など、先進自治体の事例を参考に検討
する。
固定資産調査及び評価
平成32年度からの地方公営企業法適用に向け、引き
業務（H29～H31）の２年目 続き固定資産調査に取り組む。
を実施。２年目で行うべき
また、平成31年度には、企業会計システムの稼動、
作業は計画どおり完了し 条例改正、新予算の編成、打切り決算等を予定してい
た。また、企業会計システ ることから、必要な事務手続きを開始する。
ムの構築に向けた作業を
開始するとともに、法適用
にかかる各種事務手続き
にも着手した。
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⑥公営企業会 公営企業会計 下水道事業・農業集落排
計の適用の推 の適用の推進 水事業・個別生活排水事
進
業、湊町簡易水道事業・西
田面簡易水道事業につい
て、平成32年度からの公営
「行政サービスの向上と財政基盤の強化に向けた取組」おける平成30年度の取組状況
企業会計適用に向けた取
（１）財政マネジメントの強化 組を進めます。
改革項目

具体的取組

内容

所管課

健康増進課
⑦行政組織の 行政組織の点 行政組織については、適
見直し等によ 検・見直し
宜、点検を行いつつ、中長
る効率的な業
期的視点を持って段階的
務の推進
に見直しを行います。
人事課

法適用公営企
業（予定含む）
の業務効率化
等

下水道事業・農業集落排
水事業・個別生活排水事
業、湊町簡易水道事業・西
田面簡易水道事業の法適
用を進める中で、水道事業
を含めた業務効率化等の
検討を行います。

Ｈ30取組状況

今後の課題・方向性

法の適用範囲と執行体制 平成32年度からの地方公営企業法適用に向け、関
を決定し、必要な移行事務 係部署等との連携を図り、円滑な移行を目指す。
を整理・検討した。
平成31年度には公営企業会計システムの構築と仮
運用、例規等の制定・改正及び新予算の編成等に取り
組む。
組織見直しに係る主要な
論点の内、今後の方向性
が定まった事項について、
庁内において組織見直しを
検討した。
庁内でまとめた平成31・
32年度における行政機構
見直し案について行政機
構審議会への諮問・答申を
経て庁議決定し、部設置条
例の改正を行った。

より効率的かつ効果的な行政組織を実現するために
は、各部局による組織の点検を毎年度実施するととも
に、中長期的な視点を持って、組織に関する主要な論
点を整理し、関係部署による検討を着実かつ計画的に
行うことが必要となっている。

【下水道課】
法適用の取組みと合わせて、他市の事例等を参考と
昨年度策定した基本方針 しながら、関係所管と協議・連携のうえ、業務の効率化
に沿って、組織統合にかか に向けた検討を行う。
る課題を整理するととも
に、関係課との調整等を行
うなどの事務を進めた。
【健康増進課】
法の適用範囲や執行体
制の検討を行うなかで、業
務の効率化に向けた検討
下水道課・健 を行った。
康増進課・水 【水道部総務課】
道部総務課
組織改編のため金融機
関等の関係機関と協議を
行った。また、水道部庁舎
に業務及び窓口サービス
を集約することから、庁舎
改修に伴う実施設計を実
施、さらに統合にかかる工
事費等の準備経費を31年
度当初予算に計上した。
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「行政サービスの向上と財政基盤の強化に向けた取組」おける平成30年度の取組状況
（２）行政サービスのオープン化・アウトソーシング等の推進
改革項目

具体的取組

内容

所管課

①民間委託等 現業部門のア 学校用務員や学校給食業
の推進
ウトソーシング 務の民間委託について、退
の推進
職者不補充により継続して
取り組むとともに、可燃物 人事課・財政
及び不燃物に加えて、粗大 課
ごみ収集業務の民間委託
についても検討します。

Ｈ30取組状況

今後の課題・方向性

学校用務員や学校給食
員について退職不補充と
し、業務の民間委託を推進
した。
また、平成31年度からの
斎場業務の民間委託に向
けて必要な対応を行った。

行政の役割・責任を踏まえながら、「民間でできるもの
は民間に任せる」、「職員は、職員でなければできない
業務に集中する」ということを基本に、アウトソーシング
できる業務と市職員が直接担うべき業務を精査しなが
ら、引き続き外部委託を推進する。

粗大ごみ収集業務も含め 粗大ごみの収集業務について、退職不補充の継続に
廃棄物行政のあり方につ よる減員と費用等とを勘案しつつ、市民サービスに影
いて、検討会を設け検討を 響が生じることのないよう、民間委託について具体的な
廃棄物対策課 行った。
検討を進める。
また、粗大ごみだけでなく、現行の委託体制も含め、
様々な収集方法について検討を進める。

教育総務課

学校教育課

学校用務員について、新 今後も学校用務員の退職に伴い、アウトソーシングを
規１校の業務委託を実施し 推進していく。
た。
平成31年度に向けて、職
員の退職及び再任用終了
に伴い、新規２校の業務委
託契約を締結した。
※業務従事者の確保及び
雇用の安定化等の観点か
ら、債務負担行為による複
数年契約を実施。

松長小学校を民間委託し 直営調理場2校について、平成35年度に最後の1校ま
た。
で円滑に民間委託ができるよう、条件整備を行いなが
らスケジュールを管理する。
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「行政サービスの向上と財政基盤の強化に向けた取組」おける平成30年度の取組状況
（２）行政サービスのオープン化・アウトソーシング等の推進
改革項目

具体的取組

内容

一般事務分野 専門的定型業務などの一
のアウトソーシ 般事務分野についても、ア
ングの検討
ウトソーシングの可能性に
ついて検討します。具体的
には、市民課窓口業務、会
計管理業務、介護認定調
査業務、国民健康保険窓
口業務、後期高齢者医療
保険窓口業務等について
検討します。また、定型業
務や給与・旅費の計算、人
事管理事務等の庶務業務
についても、国の方向性を
含めて導入の可能性を研
究します。

所管課

Ｈ30取組状況

今後の課題・方向性

国から標準委託仕様書
等が示されたことから、関
係課長会議を開催し、情報
財政課・人事 共有を行うとともに、それら
課・市民課・国 を踏まえながら、関係課に
保年金課・税 おける窓口業務の委託の
務課
可否や整理すべき課題に
ついて検討した。

公共サービスの提供にかかる一層の業務効率向上
を図るため、国において、自治体の窓口業務のアウト
ソーシングの加速化が検討されている。
国の民間委託にかかる法的制約等を踏まえたガイド
ラインや標準委託仕様書などを踏まえつつ、先進事例
を参考にしながら、民間委託について検討を進める。

会計管理業務について、
引き続き先進地等の資料
をもとに、費用面や手法な
ど導入の可能性について
研究を行った。

国においては、財務会計の庶務業務について、民間
委託等の推進の観点から、総点検を実施することとし
ており、東京都足立区においては、全国の自治体初と
なる「会計管理業務」の大規模民間委託を平成26年4
月から開始したところであり、今後の状況を注視すると
ともに、情報収集を行い、本市における導入の可能性
について研究する。

会計課

高齢福祉課

新規認定に係る認定調
本市の認定調査のあり方として、市直営と民間事業
査業務について、平成32年 所への委託のバランスを取りながら、市が徐々に指導
度からの委託に向け、市の 的な立場に移行することが望ましいと考える。
意思決定及び予算措置、
そこで、現行の居宅サービス事業所等への委託に加
実施手法等について決定 え、平成31年度に指定市町村事務受託法人を公募に
した。
より選定し、平成32年度からの業務委託に向け取り組
む。

【人事課】
国においては、定型的業務や給与・旅費の計算、人
システムを活用し効率的 事管理事務等の庶務業務については、民間委託等の
な体制で執行している。
推進の観点から、総点検を実施することとしており、都
国等に大きな動きはなく、 道府県や市町村の一部においても、給与・旅費の支給
今後も、民間委託等につい 業務等について委託を実施しているところもある。本市
ては、引き続き国・県の動 においても、その導入の可能性について、引き続き研
究していく。
人事課・教育 向を注視していく。
【教育総務課】
総務課
引き続き人事課と連携を
図りながら研究していくが、
民間委託については、今後
も国・県の動向をみながら
検討していく。
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「行政サービスの向上と財政基盤の強化に向けた取組」おける平成30年度の取組状況
（２）行政サービスのオープン化・アウトソーシング等の推進
改革項目

具体的取組

内容

所管課

公共サービス 広域的な取組により、より
広域化の検討 効率的で効果的なサービ
スが提供できる行政事務を
進めます。また、広域的な
諸課題について、会津地方 企画調整課
をはじめ国や県、県内外の
自治体、事業者との連携を
強化しながら取組を進めま
す。
②公共施設の 児童館のあり 児童館の統合と業務のあ
適切な管理運 方の検討
り方について検討します。
営の検討
こども保育課

高齢者福祉施 指定管理者制度を導入し
設のあり方の ている高齢者福祉施設（デ
検討
イサービスセンター）につい
て、公的関与の必要性など 高齢福祉課
の観点から検証し、譲渡の
可能性等も含めて検討を
行います。
斎場の管理運 安定的・効率的な斎場運営
営のあり方の を図るため、民間委託につ 市民課
検討
いて検討します。
公民館及び市 現在の本館並立方式から
民センターの 中央館分館方式への検討
あり方の検討 を行うとともに、地区館長
及び職員の配置について 生涯学習総合
も検討します。併せて、市 センター
民センターの業務のあり方
についても検討します。

Ｈ30取組状況

今後の課題・方向性

広域市町村圏整備組合
地域の人口減少、少子高齢化が急速に進む中で、会
との連携の中で、情報収集 津地域の各自治体及び広域市町村圏整備組合と協
等に努めた。
議・連携しながら、適切な費用負担により、効果的な広
域行政サービスを提供していく。

子育て世代の遊び場に
関するニーズ調査を行っ
た。

児童館については、各館の状況に応じ、それぞれ今
後の方針を決定する。
また、子育て総合支援施設の整備・運営手法等につ
いては、庁内の関連する計画との整合性を図りなが
ら、検討を続けていく。

今後の施設のあり方検討 平成34年度以降の施設譲渡の可能性とともに、高齢
の1つとして、各デイサービ 者福祉だけではなく、より公共性、公益性の高い施設
スセンターに対し、共生型 の利活用のあり方等、様々な視点から、当初は障がい
サービスの導入促進につ 者の利用について協議、検討を行っていく。
いての説明を行った。
入札を実施し、受託業者
を決定。
市民センター側の話し合
いを踏まえ、情報を館長会
議などで共有しながら、改
めて公民館のあり方を確
認するとともに、今後の調
整について協議した。

平成31年度から業務委託開始。
中央館分館方式への移行を進めていくうえで、市民
センター業務を担っている地区公民館においては、「セ
ンター業務のあり方」の方向性が重要であり、また、地
域の拠点となる施設として「市民協働、地域分権のあり
方」を踏まえていく必要があり、今後は関係部署との協
議・連携を進めていく。

各市民センターの担当者 市民センターの窓口機能を維持継続する方針で、施
会議と所長会議を開催し、 設のあり方等について検討を進めていく。
市民センターの業務のあり
市民課（とりま 方等について意見集約をし
とめ）
た。今後は庁内関係課等と
協議する予定。
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「行政サービスの向上と財政基盤の強化に向けた取組」おける平成30年度の取組状況
（２）行政サービスのオープン化・アウトソーシング等の推進
改革項目

具体的取組

内容

公立幼稚園・ 公立幼稚園及び公立保育
保育所のあり 所の今後のあり方につい
方の検討
て検討します。

所管課

Ｈ30取組状況

今後の課題・方向性

所管部において公立幼稚 国の待機児童対策などの動向を見極め、北会津地区
園及び公立保育所の今後 で開園した認定こども園整備事業の検証を行いなが
の方向性を検討した。
ら、公共施設マネジメントの観点から検討していく。
こども保育課
また、地域により抱える課題に違いがあることから、
保護者や地域との協議を行っていく。

保健センター 経年劣化や立地場所等を
のあり方の検 踏まえ、保健センター3施
討
設のあり方（整理・統合な 健康増進課
ど）について検討します。

市民ニーズや社会状況を 現施設の適切な管理及び有効活用に努めるととも
考慮しながら、施設整備計 に、施設整備等の検討時期を逸することのないよう、関
画等の動向を注視し、利活 係課等との連携を図っていく。
用の検討を継続した。

学校給食施設 経年劣化が進む施設につ
の集約の検討 いてセンター方式による集
約化など、効率的な給食体 学校教育課
制について検討します。

建築用地の確保等の条
経年劣化が進んでいる施設もあり、安定的・効率的に
件整備の検討を引き続き 給食を配食するため、給食センターの整備について検
進めている。
討を進める。

③ＩＣＴを活用し クラウドを活用
た業務の見直 した効率的な
し
システム運用
の推進

庁内クラウド環境を活用
し、庁舎内に分散設置され
ている業務システムを段階
的にデータセンターに集約
し、災害時における情報保 情報統計課
護対策の強化とシステムコ
ストの圧縮に努めます。

業務システム 業務システムの導入は、地
の標準化・共 域情報プラットフォーム等
通化
の標準仕様に準拠したパッ
ケージの選定に努めます。
また、共通化されたパッ
ケージシステムの採用や、 情報統計課
データベースの統合などに
より、庁内システムの効率
化を推進します。

市公式ウェブサイトの
サーバを統合し、さらなる
費用の圧縮が図られた。

既存の庁内クラウドや、外部のパブリッククラウド
サービス等を併用することにより、より効率的なシステ
ム運用を検討する。

Windows7、Windowsサー 各種システムにおける更新時期にあわせて検討を行
バー2008のサポート終了 う。
に伴うシステムや機器の更 業務の特色に対応したシステムを導入しているため、
新について、庁内情報化推 共通化されたパッケージの仕様を十分に把握し検討す
進会議において、評価を行 る必要がある。
い、最適化を進めた。
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「行政サービスの向上と財政基盤の強化に向けた取組」おける平成30年度の取組状況
（２）行政サービスのオープン化・アウトソーシング等の推進
改革項目

具体的取組

内容

④情報公開・ 効果的な情報 市政だよりやホームページ
情報発信の充 の発信
を活用しながら効果的な情
実
報発信を行います。

所管課

秘書広聴課

オープンデー 市が保有する様々なデー
タの推進
タを、コンピュータ処理が容
易となる標準的な形式で公
開し、商用・非商用を問わ
ず二次利用を促進すること
により、地域の活性化を目 情報統計課
指します。

Ｈ30取組状況

今後の課題・方向性

市政情報をより多くの人
今後もいかに市政情報を分かりやすく、一人でも多く
に伝えるよう、テレビやラジ の市民に伝えているかを検証しながら、さまざまな媒体
オ、ホームページ、ＳＮＳ等 を活用して、的確な市政情報の提供を図っていく。
の広告など、様々な媒体を
活用した広報活動を実施し
た。
市が保有するデータを公
開するとともに、様々な機
関や組織、企業、団体等と
協力し庁内・庁外において
データ活用・分析の取組を
行った。また会津大学との
連携のもと、アナリティクス
人材の育成を継続的に
行っている。
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各自治体や国においても未だ発展途上の取組であ
り、全国的な標準規格やルール等が完全には定まって
いない。
そのため、データの公開・活用を積極的に進めつつ、
国や各種機関による法制化・標準化の動きを注視し、
対応していくことが必要である。

「行政サービスの向上と財政基盤の強化に向けた取組」おける平成30年度の取組状況
（３）市民サービスの向上
改革項目

具体的取組

内容

所管課

①窓口サービ 窓口サービス 市役所庁舎の整備に合わ
スの改善
の改善
せた総合窓口の設置につ
いて検討を行います。

Ｈ30取組状況

今後の課題・方向性

企画調整課

窓口担当職員で構成する 財政、人事、窓口部門と連携し、先進自治体の事例
「窓口サービス検討チーム 等を参考にしながら、民間へのアウトソーシングも含
会議」を設置のうえ、窓口 め、新庁舎における窓口部門のあり方について検討を
のあり方の調査・検討を計 進めていく。
１１回行い、基本的な考え
方を見直し方針として整理
した。

福祉分野の相 利用者の利便性向上を図
談窓口の充実 るため、相談窓口の充実に
ついて検討します。なお、 地域福祉課
障がい者相談業務の外部 （とりまとめ）
委託について充実・強化を
図ります。

総合相談窓口の整備に
福祉に係る制度の変化に応じて、適切な相談体制を
ついて、システム導入の検 講じていく。
討を行った。
物理的な窓口体制については、現状においてできる
限りの対応をする一方、新庁舎におけるあり方を検討
していく。

コンビニ交付
の拡大

個人番号制度の情報連
携による影響の情報取集
や新たに導入した市の状
況照会を行った。
田村市343件中（税20件）

地域障がい者相談窓口 障がい者相談業務の外部委託を推進しながら、高
については、3箇所目の整 齢・こども等の他分野との一体的な地域包括ケアシス
備を目指して、関係団体と テムの整備等について、関係機関と協議を進めていく。
の協議を実施したととも
障がい者支援 に、利用拡大に向けた周
知を行った。
課
地域包括ケアシステムの
あり方については、庁内及
び地域の関係団体と課題
の共有を行った。

コンビニ交付の新たな取扱
対象として、税証明書につ
いて検討するとともに、利
活用の推進を図ります。
税務課

市民課

導入の判断については、市民サービスの向上を念頭
に、ＩＣＴの推進、個人番号カードの普及、さらには人件
費の削減といった効果が期待できる等のメリットがある
ものの、税証明を必要となる方が個人番号制度の情報
連携により毎年減少し（Ｈ31年度は3割減を見込）官公
庁への提出が今後不要となっていくこと、また、個人番
号カードの取得及び登録した方のみ利用できること等
により、導入後の利用者数の見込みを算出するのが困
難なことから、これらを総合的に判断しながら検討を進
める。

デジタルサイネージでの コンビニでの交付率を上げていくためには、コンビニ
広告や、窓口でのコンビニ 交付のＰＲとマイナンバーカードの交付率を増やしてい
交付及びマイナンバーカー くことが重要であると認識しており、今後も重点的に取
ドの交付に係るＰＲを実施 組む。
した。
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「行政サービスの向上と財政基盤の強化に向けた取組」おける平成30年度の取組状況
（３）市民サービスの向上
改革項目

具体的取組
コンビニ納付
の拡大

内容

所管課

コンビニ納付の新たな取扱
対象として、介護保険料、
保育所負担金、住宅使用
料等について検討します。 高齢福祉課

Ｈ30取組状況

今後の課題・方向性

老齢年金受給期間等の
近隣に銀行や市民センターがないエリアの高齢者に
変更による影響を含め、コ とっては、ゆうちょ銀行やコンビニでの支払いが可能に
ンビニ納付の導入の必要 なり利便性が向上することから、導入を要望する声が
性を検討した。
多いが、9割の方は年金天引であることなどから、費用
対効果を考慮し、全庁的な方向性を踏まえて検討を行
う。

幼児教育無償化が実施
保育料納付対象者は日中、就労等により金融機関で
されることも含め、コンビニ の納付機会が限定されているため、コンビニ納付への
納付の導入の必要性を検 要望はあるものの、納付義務者のうち約9割は口座振
こども保育課 討した。
替対象者であること、休日窓口開設サービスを新たに
始めた金融機関があるなどの現状において、費用対効
果を考慮して検討を行う。

建築住宅課

入居者の口座振替を除く 市民ニーズの把握やコンビニ納付の利用による効果
約４割の納付対象者の納 等を検証するとともに、費用対効果を考慮し、全庁的な
付場所の把握に努めた。 方向性を踏まえて検討を行う。

番号制度を活 申請時等における所得証
用した事務手 明書等の添付省略につい
地域福祉課
続きの簡素化 て進めます。
（とりまとめ）

児童手当請求時の住民
現行制度での取組を推進するとともに、市民ニーズに
票添付の省略、マイナポー 応じて、市独自の取組を検討していく。
タルを活用した妊娠届を可
能とする等の利便性の向
上を行った。

②質的向上を 市民要望・意 市民要望や意見等につい
図るための取 見等の庁内共 て、庁内共有化や調整を
組
有化、調整及 図ります。また、協働の取
び対応
組やＩＣＴを活用して、地域 秘書広聴課
課題の解決や目標の達成
に努めます。

庁内共通様式を作成し、 近年、市民のニーズは多様化し増加を続けており、行
期間毎に各課の対応状況 政サイドはそれを的確に把握する必要がある。
等を照会し、状況把握と進 今後も様々な手法を用いて、市民の要望や意見を吸
捗管理を行っている。ま
い上げながら、要望に対する取組状況の把握や進捗
た、公開フォルダに掲載
の管理を行っていく。
し、庁内での情報の共有化
を図っている。

ＩＣＴを活用した 「スマートシティ会津若松」
サービスの向 の実現に向け、情報通信
上
技術や環境技術などを活
用した各種事務事業の
サービス向上を進めます。 企画調整課

庁内会議における新規
ICT活用事業の検討や新
規採用職員に対する研修
を行うとともに、関係部門
の担当者会議を定期的に
開催した。
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ＩＣＴや環境技術については、日進月歩にあり、最新
技術情報や全国的な導入事例等について、職員に対
する情報提供や研修を行うことで、知識及び意識の向
上を図る必要がある。
人口減少による市税収入の減少や人材確保の困難
化が見込まれる中にあっては、ＩＣＴ等の積極的な活用
によるサービス向上が不可欠であることから、今後と
も、費用対効果を充分見極めながら、積極的な導入を
図っていく。

