
第3次行財政改革取組期間

●  実施状況（取組項目数：計１８３項目）

24項目 22項目 18項目 14項目 12項目 11項目 -

(12.8%) (11.7%) (9.6%) (7.7%) (6.6%) (6.0%)

未 実 施 4項目 4項目 3項目 2項目 4項目 5項目 -

検 討 中 20項目 18項目 15項目 12項目 8項目 6項目 -

164項目 166項目 170項目 169項目 171項目 172項目 -

(87.2%) (88.3%) (90.4%) (92.3%) (93.4%) (94.0%)

休 止 1項目 1項目 - - 1項目 1項目 -

実 施 163項目 165項目 170項目 169項目 168項目 169項目 -

終 了 - - - - 2項目 2項目 -

188項目 188項目 188項目 183項目 183項目 183項目 -

実施段階

第３次京丹後市行財政改革推進計画
（令和元年度進捗状況報告）

取組区分
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

区分 説明

検討段階

取組ができていないもの

目標に向けて調査・検討を行ってい
るもの

令和元年度末現在
京丹後市

前年度以前に実施していた取組を
一時的に休止したもの

目標に向けて取組を行っているもの

実施スケジュールのとおり取組を終
了したもの

合計（取組項目数）

①断続的に実施する取組については、期間中に見直し等を行った場合は「実施」で整理しています。
　 例）　3年ごとに料金見直しを実施する取組　→　取組期間中に一度でも見直しを行った場合は「実施」で整理。

②平成29年度以降の取組項目について見直しを行ったため、見直し前後で取組項目数の合計が異なります。
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Ⅱ　推進計画における主な取組項目 未実施 検討 実施 休止 廃止

● 実施スケジュールの説明

 第1節　市民とともに進めるまちづくり

 小項目 （上段）実施スケジュール

目的 取組主管課 関係課 （下段）実施状況
実施
状況 取組状況及び実績

 １　市政への市民参画の推進

 （１） 積極的で効果的な市政情報の提供

 積極的で効果的な市政情報の提供 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

①報道機関を通じて、重点施策、事業計画や
実施状況、イベント・観光情報など市政全般に
関する情報を積極的に提供することができた。
②YouTubeによる動画を公開することで、市の
PRが図れた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

新たな情報提供手段としてLINEにより子育て
情報を発信することで、子育て世代への情報
提供に寄与できた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

広報紙は、全ページカラーを生かし、写真を
多用することで、読みやすい紙面デザインと
し、また文章は分かりやすい表現とすることで、
読みやすい広報紙を作成することができた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

放送内容の精査を行い、回数を必要最小限と
した。臨時放送については、とくに「わかりやす
い放送」を心がけ、以前に比べ放送に対する
苦情が減少した。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

市民が知りたい情報を把握することができた。

実施 実施 実施 実施 実施

取組内容 成果及び課題

令和元年度の成果・取組状況

※第2次京丹後市総合計画「基本計画」の策定を受け、平成29年度からの一部取組内容と実施スケジュ
　ール等を変更しています（平成29年7月）。
※大綱の取組期間延長に伴い、令和2年度の実施スケジュールを追加するとともに、目標の一部を変更
　しています（平成31年3月）。
※取組状況等について、特に断りがない場合は、令和元年度数値を記載しています。

　　　… 実施の方法や可否について、調査・検討 　　… 取組の実施・継続

大
項
目

中
項
目

目標(令和2年度)

2
新たな情報提供手段の活
用

秘書広報広聴
課

実
施

①定例記者会見をおおむね月１回
（年9回）開催した（H30：月１回、年12
回）。
②市公式YouTubeのチャンネルでの
動画公開：累計206件（R元年：20件、
H30年：23件、H29：5件） 課

題

②職員による動画作成は、時間と労力がかか
るため、制作の在り方について検討する必要
がある。

定例記者会見の開催:月1回
(H25:月1回)
市公式YouTubeのチャンネ
ルでの動画公開:累計180件
(H25:年9件)

1
様々な媒体を活用した積
極的な市政情報の提供

秘書広報広聴
課

　内容を分かりやすくし
たり、情報量を調整して
読みやすくしたりするな
どの工夫や市民が求める
情報を提供するなどによ
り、市民に効果的に市政
情報を伝えます。

3
分かりやすく、読みやす
い広報紙づくり

秘書広報広聴
課

5
市民が知りたい情報の把
握とその情報の提供（広
報紙、ホームページ等）

秘書広報広聴
課

課
題

様々な媒体がある中で、新たな情報発信ツー
ルとしてどのツールを活用していくか検討する
必要がある。

課
題

生活の安全・緊急を要する内容や、新型コロ
ナウイルス感染症に関する情報は、今後も、分
かりやすく丁寧な放送をしていく必要がある。

実
施

適切な情報内容、必要最小
限の情報量とする

新たな情報提供手段の活用数:累計2
媒体
・広報京丹後おしらせ版の音声版の
作成（H27.4～）
・子育てLINEの開設（R元.9～）
※従前広報媒体（広報紙・ホームペー
ジ・防災行政無線・フェイスブック・
ユーチューブ・クックパッド・投込み・コ
ミュニティFM）

実
施

新たな情報提供手段の活用
数:累計1媒体
※ 新たな広報媒体の活用
に積極的に取り組む

　様々な媒体を活用し
て、積極的に市政情報を
提供し、より多くの市民
に市政情報が行き渡るよ
うにします。

情報所管課

4
防災行政無線で告知する
情報の精査（情報量の調
整と情報の選択）

総務課
秘書広報広聴
課
情報所管課

実
施

①広報京丹後の京都府広報賞で組
み写真の部で京都府広報協議会会
長賞を受賞。
②おしらせ版のページ数の平均、15
ページ。

課
題

お知らせ版について、掲載ルールの見直しや
文章の簡略化によりページの削減を図ったが
目標値を達成できなかったため、今後も検討
が必要である。

京都府広報賞で知事賞(最
優秀賞)を受賞
おしらせ版のページ数:R元
年度に平均13ページ以下/
月(H25:平均12ページ×月2
回)

防災に関する放送以外の情報の選択
については、広報紙（おしらせ版）に
掲載する内容に準じており、放送内
容・回数は必要最小限となるよう徹底
した。
※定時放送：毎週月曜及び木曜に定
期的に行う放送（週2回）
臨時放送：気象情報や断水等緊急を
要する事項についての放送

実
施

アンケートは実施しなかったが、代わり
に広報京丹後にご意見・お問い合わ
せ用QRコードを掲載するとともに、市
ホームページ上に専用ページを設置
した。

課
題

今後もHP閲覧者へのアンケートなどで市民の
声を聞き、わかりやすく、魅力ある広報紙づくり
に努める必要がある。

市民が求める情報を把握す
るためのアンケート調査
:H27年度から実施

実施

実施

実施

実施

検討 実施

実施



成
果

市ホームページやフェイスブックなどを活用
し、市のイベント情報や事業など、概ね迅速に
発信することができた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

多くの市民に市政情報を提供することができ
た。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

取材時における意見聴取や地域行事・学校行
事など、主催者からの依頼によって、より多様
な話題を拾い上げて放送することができた。

実施 実施 実施 実施 実施

 （２） 市政参画機会の充実

 ①　市民参画機会の取組の推進・充実 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

市民から寄せられた意見・提案などについて、
担当部署で検討、調査、改善等対応を行っ
た。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

市ホームページの専用フォームから意見を聞
くことができた。

未実施 未実施 未実施 実施 実施

成
果

フラット座談会を開催し、若い世代の意見を聴
取することができた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

新しいビジネスや地域活性化に向けた取組の
企画など、市民主体のプロジェクトをスタートさ
せるきっかけを作ることができた。

実施 実施 実施

成
果

―

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

審議会所管課へ直接要請することで、女性委
員登用についての意識づけを行うことができ
た。

実施 実施 実施 実施 実施

6 タイムリーな情報発信
秘書広報広聴
課

情報所管課

・市ホームページ閲覧ページ数：月平
均45.2万ページ（H30：月平均45.2万
ページ）
・ファン数：3,456人（H30：3,357人） 課

題

部局によっては掲載までの作業に時間がかか
る場合があったため、ホームページの更新と併
せて、ホームページ担当者のスキルアップを
図る必要がある。

実
施

市ホームページ閲覧ページ
数:平均50.0万ページ/月
(H25:平均46.8万ページ/
月)
市フェイスブックファン
数:6,665人(H25:1,562人)

課
題

希望講座に偏りがあり、開催希望の少ない講
座の内容の見直しや整理を行い、タイムリーで
魅力的な内容の講座開設を進めるとともに、広
報紙等により更なる周知の必要がある。

・出前講座数：79件（H30：77件※うち
新規6講座）
・参加者数：9,591人（H30：7,024人）

実
施

出前講座参加者数:年間延
べ1万人(H25:延べ7,967人)

課
題

実
施

「週間！ニュース」（１日4回放送）のエ
ンディングで意見や要望の宛先を表
示 視聴者や市民の意見が番組制作にどのように

反映されたかを周知する方法を検討する必要
がある。

テレビ放送内での意見募
集:常時
視聴者アンケート調査の実
施(3年ごと):H28、R元年度
(前回実施年度:H25)

課
題

11
若い世代からの意見を聴
く機会の充実

秘書広報広聴
課

更に多くの建設的な意見・提案が寄せられるよ
う、制度の周知を図る必要がある。

課
題

防災行政無線やお知らせ版等で制度の周知
を図る必要がある。

フォームによる意見提出件
数:年10件(H25:0件)

意見等件数：85件（Ｈ30：134件）
実
施

わたしの提案・意見箱制度
における意見等件数:年300
件(H25:245件)

市ホームページの専用フォームを運
用
【参考】専用フォームを使った意見募
集：5件、専用フォームによる意見件
数：1件）

実
施

　市政参画機会の取組の
推進・充実を図り、市民
の市政参画を促進しま
す。

9
広聴活動の充実による市
民ニーズや意見・提言の
吸い上げ

秘書広報広聴
課

政策企画課

若者世代が自ら住みたいま
ち、働きたいまちづくりへ
「やってみよう！」を後押
し、実行力のあるｺﾐｭﾆﾃｨを
形成
参加者数：年50人
ｱｲﾃﾞｱのﾋﾞｼﾞﾈｽ化：累計3件

7
市政に対する学習活動の
推進（出前講座）

8
ケーブルテレビにおける
視聴者の意見を反映した
番組の放送

総務課

10

パブリックコメントの意
見提出手続きの簡素化
（市ホームページから直
接意見提出できるフォー
ム等の作成）

秘書広報広聴
課

秘書広報広聴
課

事業所管課

審議会における公募委員比率 : 0.3%
（H30:0.3%） 引き続き、各所管課で公募による委員の選出

に努める必要がある。また、公募方法や要件
についても検討の必要がある。

審議会における公募委員比
率:10%(H25:2.1%)

課
題

実
施

若い世代との意見交換会：1回（H30：
1回）
【参考】フラット座談会の開催：7回
（H30：10回）

子育て世代や若い世代との意見交換の機会
を増やす必要がある。

青年層との意見交換会:年3
回

課
題

若者や女性がまちづくりに関心を持ち、アイデ
アを形にしたり、ビジネスモデルの実現につな
げたりする仕組みを作っていく必要がある。

年間9回開催
参加者数：実人数：109人（延べ198
人）
アイデアのビジネス化：3件（H29年度
からの累計）

実
施

12
京丹後未来ラボの設置・
運営

課
題

審議会における女性委員の比率はここ数年24
～26％の間を推移している。今後も女性委員
の選出に努めるように各所管課へ働きかける
など、目標値の達成に向けて対応策を検討す
る必要がある。

第2次京丹後市男女共同参画計画重
点目標のひとつに位置付け、審議会
所管課に女性委員の登用について要
請を行った。また、審議会構成員の男
女比率の照会を行った。
審議会における女性委員比率：
25.6％（H30：25.6％）

実
施

審議会における女性委員比
率：33％(H25:24.9%)

13
審議会委員の市民公募の
推進

政策企画課 審議会所管課

14
審議会への女性委員登用
の推進

市民課 審議会所管課

課
題

実
施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施
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 ②　市民参画機会の周知徹底 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

市ホームページで周知を行い、市民からのご
意見・提案を聴くことができた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

7団体からの申し込みがあり、フラット座談会を
7回開催した。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

ホームページによる周知を徹底するとともに、
防災行政無線による周知を図った。

未実施 実施 実施 実施 実施

17
パブリックコメント実施
の周知徹底

秘書広報広聴
課

意見募集所管
課

16

市長とフラット座談会の
周知徹底
※「市長のまちづくり夢座
談会制度等の周知徹底」か
ら変更

秘書広報広聴
課

実
施

おしらせ版による周知回数：0回（H30：
0回）
市ホームページに内容や提出方法等
を掲載し、周知した。

課
題

令和2年5月で市長とフラット座談会は廃止して
おり、新たな座談会制度の創設を検討する必
要がある。

おしらせ版による周知回数:年1回
（H30：0回）、広報京丹後による周知
回数：年4回（Ｈ30：3回）

実
施

実
施

ホームページ掲載による周知回数：年
5回（H30：5回）
防災行政無線による周知回数：年4回
（H30：3回） 課

題
所管部署と連携・情報共有を図り、防災行政
無線での周知を徹底する必要がある。

ホームページ及び防災行政
無線により周知した案件の
割合：100%

　市政参画機会の周知徹
底により、市民の市政参
画を促進します。

課
題

より多く、幅広い年代の市民からご意見・提案
がいただけるよう、引き続き制度を周知する必
要がある。

おしらせ版による周知回
数:年2回(H25:0回)

15
わたしの提案・意見箱制
度の周知徹底

秘書広報広聴
課

おしらせ版による周知回
数:年2回(H25:1回)

実施

実施

実施



 ２　多様な主体との協働・連携による公共サービスの提供

 （１） 協働の意識づくり

 ①　市民への学習機会の提供 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

①新コミュニティづくりの先進地の事例やワー
クショップ形式の研修を開催する中で、改めて
各地域で必要なことの棚卸ができた。
研修会を実施し、地区（自治）公民館の運営方
法や事業内容の工夫など協働の意識を高める
機会となった。
②・③市民協働による地域づくりの重要性につ
いて意識を高め、同時に公民館職員の資質向
上や専門性を高めることにつながった。

実施 実施 実施 実施 実施

 ②　職員の市民活動等への積極的な参加 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

職員向けの研修を実施することで、職員の協
働に関する意識の向上に寄与した。

実施 実施 実施 実施 実施

　職員の協働に関する研
修や市民活動への積極的
な参加を推進し、職員の
協働に対する意識を高め
ます。

19
職員の協働に関する研修
への参加

政策企画課
人事課

課
題

実
施

【政策企画課】
①公民館と新たな地域コミュニティづ
くりに向けての研修等を地域主体で実
施した。
小規模多機能自治推進補助金活用
地域数：5地域
＜参考：地域主体のセミナー等実施
＞
「あみの　みんなのスペース未来ラボ」
・実行委員会12回開催
・ワークショップ　延べ参加者数100人
「大宮町地域会議設立準備会」
・大宮町100人ミーティング　参加者数
34人
「大宮町区長協議会」
・大宮町避難所運営訓練　参加者数
112人
「いやさか地域づくり準備会」
・先進地事例勉強会　参加者数：43人
・意見交換会　参加者数：40人
・新たな地域コミュニティ意見交換会
　参加者数：27人
・いやさか吉野意見交換会　参加者
数：19人
・いやさか吉野地域住民とのワーク
ショップ（計3回：参加総数：37人）
「鳥取校区避難所開設・運営検討会
議」
・防災訓練前ワークショップ　参加者
数：50人
・体験型合同防災訓練　参加者数：
182人
・事後ワークショップ　参加者数：50人
「久美浜町区長連絡協議会」
・先進地事例研修会　参加者数49人
・新コミュニティづくり研修会　参加者
数42人

【生涯学習課】
②京丹後市公民館連絡協議会で2回
の研修会を実施
・第１回「持続可能な地域づくりについ
て」　　参加者数：89人
・第2回「対話による人づくり・地域づく
り」　参加者数：84人
③各町公民館連絡協議会で計10回
の研修会（視察含む）を実施　延べ参
加者数：146人

町域に多くの小集落があり、全体での研修会
を開催しても中心は区役員となるため、市民参
加型で開催する場合は、地域ごとに分けて開
催する必要がある。
また、新たな地域コミュニティ組織づくりの検討
を進める中で、さらに協働の意識を高め、主体
となる人材の確保や養成を支援する必要があ
る。

セミナー・ワークショップ
 実施回数:年2回(H25:0回)

社会教育を通じた学習機会
 実施回数:年8回(H25:2回)

　市民への学習機会の提
供により、市民の協働に
対する意識を高めます。

18

セミナー、ワークショッ
プ等の活用や社会教育を
通じた市民への学習機会
の提供

政策企画課
生涯学習課

【政策企画課】
①新たな地域コミュニティを設立し、持
続可能な地域づくりを先進的に活動し
ている事例を学んだ（実施回数：2回・
93人）。
【人事課】
②研修実施回数：1回・15人（Ｈ30：3
回・27人）

課
題

引き続き、職員向けの研修を行い、協働に関
する意識の向上に取り組む必要がある。

実
施

研修実施回数:年2回(H25:0
回)

実施

実施
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成
果

―

実施 実施 実施 検討 検討

 （２） 公共サービスの担い手の育成・支援

 ①　組織の育成・充実 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

出前講座などによる地域の実状に応じた個別
フォロー、自主防災組織補助金交付による制
度面の支援充実、自治区等を対象に地域防
災リーダー研修の開催などにより組織設立の
啓発を行ったことにより、新たに3組織（3行政
区）の自主防災組織の設立につなげることが
できた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

区長等役員が多忙化している中、きめ細やか
な支援を行うことで、地区活動の活性化に寄
与した。

実施 実施 実施 実施 実施

20

小規模多機能自治組織化
の取組を支援する地域担
当((仮称)小規模多機能
自治担当職員)の育成
※「職員の市民活動等への
積極的な参加の推奨」から
変更

政策企画課
人事課

全部局

　地域において公共サー
ビスの提供主体となり得
る意欲と能力を備えた組
織の育成に向けた取組や
支援を行い、多様な主体
による自主的な公共サー
ビスを将来に渡って継
続・発展させます。

21
自主防災組織の設立と連
携体制の確立

総務課
市民局

政策企画課

課
題

―

職員研修として、新たな地域コミュニ
ティを設立し、持続可能な地域づくり
を先進的に活動している事例を学ん
だ。

検
討

小規模多機能自治組織化に
取組む地域に地域担当((仮
称)小規模多機能自治担当
職員）を配置
6地区

22
区長連絡協議会の庶務支
援（地域にぎわい創り推
進員）

政策企画課
市民局

実
施

自主防災組織設立行政区数：R元年
度末 172行政区（H30年度末：169行
政区)

課
題

高齢・少数世帯地区等の対応について検討す
る必要がある。

自主防災組織設立行政区
数:188行政区(H25年度
末:133行政区)

課
題

1年交代の区長がある中で、地域への支援制
度や行政連絡などを分かりやすく提供する必
要がある。

京丹後市区長連絡協議会と各町区長
連絡協議会の運営支援を行った。
延べ84件（H30：延べ90件）
※市区長連絡協議会5件

実
施

町区長連絡協議会の庶務支
援の案件数:年9件×6市民
局(H25:6件×6市民局)

実施

実施

実施



成
果

小規模多機能自治の地域づくりや仕組づくり
について、各町区長連絡協議会で検討される
など、地域の実情に合った組織に向けた検討
を進めた。

実施 実施 実施 実施 実施

 ②　人材の育成・充実 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

持続可能な地域づくりに係る意見交換会という
形で研修することで、各区長が「補完しあう地
域づくり」という考え方を学び、新たな地域コ
ミュニティの必要性に対する理解を深める一助
となった。

実施 実施 実施 実施 実施

　地域において公共サー
ビスの提供主体となり得
る意欲と能力を備えた組
織の核となる人材の育成
に向けた取組や支援を行
い、多様な主体による自
主的な公共サービスを将
来に渡って継続・発展さ
せます。

24
区長連絡協議会研修会に
よる人材育成

政策企画課 市民局

課
題

実
施

＜峰山町＞
・峰山町区長会による管内及び管外研修
を実施。
・峰山南地区内での合同防災訓練を行
い、地域間連携を行った。
＜大宮町＞
・多面的機能活動団体は5地区が連携して
組織化し、町内に拡大を図った。また区長
協議会については、区業務のアンケートを
とり、連携を図れる業務を前年度に引き続
き検討中。
・避難所運営研修会を町全域の実施とし
て拡大し、机上のゲーム形式や体験型運
営訓練を実施（4回、延べ167人参加）。
<網野町>
・網野町区長会において管外先進地視察
研修（三重県名張市）を実施。
＜丹後町＞
・宇川連合区長会の活動支援（地域づくり
相談会１回、先進地視察（津山市）実施１
回、空き家所有者への意向確認、空き家
管理啓発パンフレットの作成・配布、地域
運営組織の検討に関する打ち合わせの実
施）
・豊栄まちづくり委員会活動支援（地域づ
くりセミナー開催3回、地域ビジョンの策定
に関する検討会議開催4回）
＜弥栄町＞
・弥栄町区長連絡協議会による視察（滋賀
県草津市）
・弥栄町全体で「いやさか地域づくり準備
会」を7月に設立し、先進地視察や勉強
会、意見交換会等を開催。
・吉野校区で「いやさか吉野地域づくり準
備会」を9月に設立し、地域住民とのワーク
ショップや他地域との意見交換会等を実
施。
・鳥取校区で「鳥取校区避難所開設・運営
検討会議」を開催し、ワークショップや体験
型防災訓練を実施。
＜久美浜町＞
・区長連絡協議会・活性化連絡協議会の
合同による先進地（岐阜県郡上市、富山
県南砺市）視察研修を実施。
・活性化連絡協議会事務局員研修（大宮
町三重・森本）を実施。
・毎月の区長幹事会で各地域で取り組ん
でいる持続可能な自治組織について意見
交換。
・新たな地域コミュニティのモデル地区とし
て、久美浜一区及び久美浜二区につい
て、地域と一緒に協議検討。

地域の実情に合った組織づくりを進めるため
に、地域と行政との協働（一緒に若しくは役割
分担）の仕組みを整えるとともに、専門員の配
置、研修等による人材育成、中間支援組織づ
くりなどの検討の必要がある。

複数の小規模多機能自治組
織の立ち上げ支援
6地区

23

小規模多機能な自治の推
進

※「小規模高齢化集落へ
の支援（水と緑の里づく
り支援員）」から変更

政策企画課 市民局

参加者数：年1回、累計132人
　R元参加者数：20人（H30：19人）
　市区長連絡協議会による意見交換
会を行った。

課
題

区長任期が1年程度の短期間のところが多い
ことを踏まえた事業実施や継続的な人材育成
が課題である。

実
施

開催回数:年1回
参加者数:累計216人(H25:
年30人)

実施

実施
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成
果

市民活動団体などが実施する地域の活力の
向上や課題解決などの取組に対して補助を行
うことで、市民力を生かしたまちづくり、地域の
活性化、地域リーダー育成の一助となった。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

意見交換を行うことにより、地域の課題が浮き
彫りになった。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

社会福祉協議会が中心となり、ボランティアの
募集、活動の広報を行い、また、福祉施設等
のニーズに合った養成講座を実施し、ボラン
ティアの育成に努めた。
センターに寄せられるニーズに対しては、概ね
対応できており、福祉ボランティア活動により、
支え合い、助け合える地域社会の実現に寄与
した。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

エイドステーションの運営やコース上において
誘導・注意喚起を行うなど、大会運営に大きく
貢献いただいた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

学校支援ボランティアとして様々な学校支援
活動を行うことで、地域で学校教育を支援する
連携体制の構築を図ることができた。
地域住民の経験や特技を生かす場として、学
校の教育活動等に参加することで、市民が児
童・生徒との交流ができ、生きがいを実感する
場を提供することができた。

実施 実施 実施 実施 実施

 ③　協働に関する情報の積極的な提供 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

地区活動の活性化に寄与した。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

地区活動の維持に寄与した。

実施 実施 実施 実施 実施

新規団体数:86団体
(H25:60団体)

25

地域の活力向上や課題解
決への支援を通じた人材
育成（市民力活性化支援
事業補助金）

リーダー育成講座の開催:
年2回(H25:0回)
育成数:累計78人(H25:年0
人)

政策企画課

課
題

本制度により助成した団体への活動状況など
の調査を実施し、事業が継続しているか、事業
効果の検証等を行う必要がある。

補助団体数：累計20団体（延べ40団
体）
  R元：2団体（延べ4団体）
［ H30：5団体（延べ9団体）］

実
施

26
まちづくりリーダーの育
成

政策企画課 市民局

課
題

傾聴・託児ボランティアのニーズが高まる傾向
にある一方、対応できる人材の登録がないた
め、人材育成と登録を進めてニーズに沿った
活動調整を可能にする必要がある。また、グ
ループでの登録だけでなく、個人での登録も
できるように進める必要がある。

ボランティア人数：2,325人（H30：
2,533人）

実
施

ボランティア人数:3,200人
(H25:2,924人)

27
福祉ボランティアの育
成・充実

生活福祉課

課
題

実
施

研修会等は実施していないが、まちづ
くり委員会において、「まちづくりリー
ダー」の育成について、意見交換を
行った。

20代から50代は、仕事、子育て、消防、PTA等
多くの役割を担い、時間が無いこともあり、研
修会等を実施するには受講者の確保が課題
である。

29
学校支援ボランティアの
育成・充実

生涯学習課

課
題

実
施

ウルトラマラソンの開催に係るスポーツ
ボランティアに特化し、引き続き市外
の個人及び市内企業単位での参加を
推進した。

ウルトラマラソンのスポーツボランティ
ア数：30団体860人

ここ数年のスポーツボランティアの数は横ばい
状態であり、東京2020オリ・パラ、ワールドマス
ターズに向け、今後、人員の拡充が必要であ
ると同時に、企業・団体がもつノウハウを生かし
た取り組みが必要である。

ボランティア協力団体
数:30団体
ボランティア参加者
数:1,000人(H25:0人)

28
スポーツボランティアの
育成・充実

生涯学習課

　自治会や市民の活動に
役立つ情報の積極的な提
供を行い、自治会や市民
が活動しやすい環境づく
りを進めます。

30
自治会や市民の活動に役
立つ補助金等の支援情報
の効果的な提供

政策企画課 市民局

課
題

小中一貫教育との連携など、学校教育と社会
教育が調整を図りながら将来的な展望も共有
し進めていく必要がある。

ボランティア登録者数：557人（H30：
572人）
※ボランティア派遣実績（延べ）：3,147
日/14,527人
地域全体で学校教育を支援するた
め、さまざまな特技や技能をもった地
域の人材を学校支援ボランティアとし
て登録していただき、市内のこども
園、小・中学校で、学習支援やクラブ
活動支援、学校の環境整備などの活
動を行った。

実
施

ボランティア登録者数:500
人(H25:427人)

31
自治会や市民の活動に役
立つノウハウの効果的な
提供

市民局 政策企画課

実
施

市区長連絡協議会での説明回数:年2
回(H30:4回)
上記のほか、各町区長連絡協議会で
の説明を実施（総会、役員会、幹事会
等）

課
題

1年交代の区長がある中で、地域への支援制
度や行政連絡などを分かりやすく提供する必
要がある。

市区長連絡協議会での説明
回数:年4回(H25:2回)

課
題

1年交代の区長がある中で、地域への支援制
度や行政連絡などを分かりやすく提供する必
要がある。

各町区長会等での説明を実施
・役員会：48回（H30：42回）
・区長会：11回（H30：13回）

実
施

町区長連絡協議会での説明
回数:年4回×6市民局
(H25:2回×6市民局)

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施



 ④　遊休施設等の貸付、売却、移譲 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

福祉的な事業所が集中し来庁者の利便性を
図り、市の活性化につながった。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

実施 実施 実施

成
果

―

検討 実施 実施 実施 実施

成
果

―

検討 検討 検討 検討 検討

成
果

-

実施 実施 実施 実施 実施

 ⑤　支援体制の確立 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

丹後NPOパートナーシップセンターと情報共
有を図り、市内NPO団体等の活動状況などの
情報を入手できた。

実施 実施 実施 実施 実施

課
題

有効活用を図る必要性はあるものの、会議室
や倉庫が手狭になってきているため、活用方
法について検討する必要がある。

自治会や市民活動団体によ
る新規活用件数:累計6件

32
庁舎等の空きスペースや
空き施設の有効活用

総務課
市民局
施設所管課

課
題

34
公共施設の見直し方針に
基づく公民館の地域への
移譲

生涯学習課

33
公共施設の見直し方針に
基づく集会施設の地域へ
の移譲

政策企画課

実
施

新規活用件数：累計1件
　R元：0件（H30:0件、H29:0件、H28：
1件）
【活用状況】下線が期間中の新規活
用、それ以外は継続活用
（峰山庁舎）なし
（大宮庁舎）海の京都DMO、京都地
方税機構
（網野庁舎（ら・ぽーと））社会福祉協
議会、網野デイサービスセンター
（丹後庁舎）NPO法人全国まちづくり
サポートセンター、NPO法人気張る！
ふるさと丹後町、京都農業協同組合
（弥栄庁舎）ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ、社会
福祉協議会、京丹後市総合サービス
（久美浜庁舎）ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ、社
会福祉協議会

35
公共施設の見直し方針に
基づく生涯学習施設の地
域への移譲

生涯学習課

実
施

移譲した公民館数：0施設（H30：0施
設）
網野地区公民館と新庄地区公民館と
もに、地元区との協議を行っている
が、合意に至っていない。

課
題

移譲した場合、現在、公費負担している維持
管理経費等が地元負担となることなどから、地
元区の理解を得ることが困難な状況にある。
新たな地域コミュニティ組織づくりの検討を始
めたことから、今後は新たな組織づくりと施設
の移譲をあわせて協議していく必要がある。

移譲した公民館数:2施設
(H27.4月見込み:0施設)

移譲した生涯学習施設数：0施設
（H30：0施設）
網野教育会館・たちばな会館ともに、
地元区との協議を行っているが、合意
に至っていない。

課
題

移譲した場合、現在、公費負担している維持
管理経費等が地元負担となること、地元区だ
けでなく広域的な範囲での利用となっているこ
となどから、地元区の理解を得ることが困難な
状況にある。
新たな地域コミュニティ組織づくりの検討を始
めたことから、今後は新たな組織づくりと施設
の移譲をあわせて協議していく必要がある。

検
討

移譲した生涯学習施設数:2
施設(H27.4月見込み:0施
設)

移譲した集会施設数:77施
設(H27.4月見込み:6施設)

　関係団体との連携を図
り、NPO団体やボラン
ティア団体等の活動を促
進させます。

37
丹後NPOﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟｾﾝﾀｰ
との連携による支援体制
の充実

政策企画課

課
題

継続して貸付を希望する団体との調整や補助
金等により整備した施設は、処分制限の課題
を解決したうえで、貸付・売却を進めていく必
要がある。

新規貸付件数：累計3件
　R元:0件（H30:0件）

新規売却件数：累計1件
　R元：0件（H30：0件）

実
施

自治会や市民活動団体への
貸付等件数
 新規貸付件数:累計2件
 　　売却件数:累計1件

　遊休施設の貸付や売
却、特定の団体による利
用が主な施設の移譲等を
推進し、自治会や市民の
活動を促進させます。

36
上記以外の未利用の市有
財産の貸付、売却等の推
進

財産活用課

実
施

情報交換会：0回（H30：0回）
京都府（丹後NPOパートナーシップセ
ンター）からNPO団体等に関する情報
共有を行った。 課

題

担当間の情報交換はするものの、会議までは
実施できていない。様々なNPO法人等がある
中で、市や地域の課題に応じて、必要な連携
を行えるよう、NPO法人等の情報の収集と整
理、関係性構築等が課題である。

情報交換会実施回数:年5回
(H25:1回)

実施

実施

実施検討

実施検討

実施

実施

検討 実施
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成
果

地域福祉推進組織による見守り活動やふれあ
い事業等の実施により、地域における支え合
い、助け合える地域社会のつながり実現に寄
与することができた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

未実施 未実施

成
果

地域づくり支援員が、各区長連絡協議会の事
務を支援する等、地域支援・振興に貢献した。

実施 実施 実施 実施 実施

 （３） 協働事業の推進

 ①　市民の活動や取組に対する支援 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

市民活動団体などが実施する地域活力の向
上や課題解決などの取組に対して支援するこ
とで、地域の持続的な発展の一助となった。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

地域コミュニティ活動の充実及び強化につな
がる地域主催事業について、迅速に支援し、
地区活動の活性化に寄与した。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

市民活動団体などが実施する地域の活力の
向上や課題解決などの取組に対して支援を行
うことで、市民力を生かしたまちづくり、地域の
活性化、地域リーダーの育成の一助となった。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

広域的な地域まちづくり計画を策定すること
で、持続可能な地域づくりの一助に繋がった。

実施 実施 実施 実施 実施

小地域いきいきネットワーク事業実施
地区数：149地区（H30：143地区）

実
施

小地域いきいきネットワー
ク事業実施地区数：147地
区（H25:131地区）

課
題

生活福祉課

課
題

地域での福祉活動や日常の中の見守り活動
が行えるよう、地域福祉推進、組織化を働きか
けていく必要がある。

38
社会福祉協議会との連携
による支援体制の充実

39

地域パートナーによる支
援体制の充実

※No.40に統合

市民協働課

　多様な主体のアイデア
や能力を生かした自主的
な活動に対して支援を行
い、効率的・効果的に市
民に公共サービスを提供
します。

41

コミュニティビジネスの
創出支援（コミュニティ
ビジネス応援事業・地域
にぎわい創り推進員）

政策企画課
市民局

43
地域の活力向上や課題解
決への支援（市民力活性
化支援事業補助金）

政策企画課

40

小規模多機能自治組織化
の取組を支援する地域担
当((仮称)小規模多機能
自治担当職員)の育成

※「地域パートナーによる
支援体制の充実」及び「市
職員の地域担当制の導入」
を統合

政策企画課 市民局 市民局を中心に地域支援を実施するとともに
地域づくり支援員を配置しており、地域支援を
行える体制を取っている中で、地域担当職員
や地域パートナー制度については、見直す必
要がある。

地域づくり支援員（6人、各市民局に
配置）による地域支援を行っている。
※市民局又は地域づくり支援員もある
中で、地域担当制の導入について、
見直しを検討している。

実
施

小規模多機能自治組織化に
取組む地域に地域担当((仮
称)小規模多機能自治担当
職員）を配置
6地区

42
村おこし・地域づくり事
業への支援（村おこし・
地域づくり事業補助金）

市民局 政策企画課

実
施

コミュニティビジネス事業実施件数：累
計36件
補助団体数：1団体（H30：5団体） 課

題

本制度により助成した団体へその後の活動状
況などの調査を実施し、事業効果の検証等を
行う必要がある。

支援による事業実施件数:
累計44件(H25:年0件)

課
題

少子高齢化により担い手の不足など、地域の
運営が困難となる集落もあり、その支援をどう
するかが課題である。新たな地域運営方法の
導入や地域間連携などの検討が必要である。

村おこし・地域づくり事業実施件数：
累計77件
　R元：19件（Ｈ30：14件）

実
施

村おこし・地域づくりによ
る事業実施件数:累計42件
(H25:年9件)

44

地域まちづくり計画策定
支援（地域まちづくり計
画策定事業補助金・地域
にぎわい創り推進員）

政策企画課
市民局

実
施

事業実施件数：4件（H30：9件）

新規団体数：累計20団体
　R元：2団体（H30：5団体)
上記を含む補助団体数：累計40団体
　R元：4団体（H30：9団体)

課
題

本制度により助成した団体への活動状況など
のアンケート調査を実施し、事業効果の検証
等を行う必要がある。

事業実施件数:年20件
(H25:12件)
新規団体数:86団体(H25:60
団体)

課
題

策定件数:累計36件
策定集落数:累計110集落
　R元：1件（H30：1件)

地域まちづくり計画策定支援事業に
ついては、今後、区を超えた広域的な
地域計画を策定してもらうため、H30
年度に新設した小規模多機能自治推
進補助金の対象事業の一つである
「地域づくり計画策定事業」で計画策
定に係る支援を行った。

課
題

H30年度末を持って補助金支援を廃止した地
域まちづくり計画の策定支援事業であるが、区
が実費でまちづくり計画書を策定し、その計画
に事業（地区所有施設修繕等）を盛り込んだ
場合の補助金の上乗せは（補助率1/3⇒1/2）
従来どおりとしているため、広域的な地域づく
りを推進していくうえで、今後も単区が策定し
た計画に係る上乗せ補助を継続していくか、
廃止するか、検討の必要がある。

実
施

策定件数:56件(H25:23件)
策定集落数:131集落
（H25:93集落）

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

検討



成
果

小規模多機能自治の地域づくりや仕組づくり
について、各町区長連絡協議会で検討される
など、地域の実情に合った組織に向けた検討
を進めた。

実施 実施 実施 実施 実施

課
題

地域の実情に合った組織づくりを進めるため
に、地域と行政との協働（一緒に若しくは役割
分担）の仕組みを整えるとともに、専門員の配
置、研修等による人材育成、中間支援組織づ
くりなどの検討の必要がある。

＜峰山町＞
・峰山町区長会による管内及び管外研修
を実施。
・峰山南地区内での合同防災訓練を行
い、地域間連携を行った。
＜大宮町＞
・多面的機能活動団体は5地区が連携して
組織化し、町内に拡大を図った。また区長
協議会については、区業務のアンケートを
とり、連携を図れる業務を前年度に引き続
き検討中。
・避難所運営研修会を町全域の実施とし
て拡大し、机上のゲーム形式や体験型運
営訓練を実施（4回、延べ167人参加）。
<網野町>
・網野町区長会において管外先進地視察
研修（三重県名張市）を実施。
＜丹後町＞
・宇川連合区長会の活動支援（地域づくり
相談会１回、先進地視察（津山市）実施１
回、空き家所有者への意向確認、空き家
管理啓発パンフレットの作成・配布、地域
運営組織の検討に関する打ち合わせの実
施）
・豊栄まちづくり委員会活動支援（地域づ
くりセミナー開催3回、地域ビジョンの策定
に関する検討会議開催4回）
＜弥栄町＞
・弥栄町区長連絡協議会による視察（滋賀
県草津市）
・弥栄町全体で「いやさか地域づくり準備
会」を7月に設立し、先進地視察や勉強
会、意見交換会等を開催。
・吉野校区で「いやさか吉野地域づくり準
備会」を9月に設立し、地域住民とのワーク
ショップや他地域との意見交換会等を実
施。
・鳥取校区で「鳥取校区避難所開設・運営
検討会議」を開催し、ワークショップや体験
型防災訓練を実施。
＜久美浜町＞
・区長連絡協議会・活性化連絡協議会の
合同による先進地（岐阜県郡上市、富山
県南砺市）視察研修を実施。
・活性化連絡協議会事務局員研修（大宮
町三重・森本）を実施。
・毎月の区長幹事会で各地域で取り組ん
でいる持続可能な自治組織について意見
交換。
・新たな地域コミュニティのモデル地区とし
て、久美浜一区及び久美浜二区につい
て、地域と一緒に協議検討。

実
施

複数の小規模多機能自治組
織の立ち上げ支援
6地区

45

小規模多機能な自治の推
進【再掲】

※「小規模高齢化集落への
支援（水と緑の里づくり支
援員）」から変更

政策企画課 市民局
実施
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成
果

各町域ごとに、地域の組織づくり等を支援し、
持続可能な地域づくりに向けて動きだすことが
できた。

実施 実施 実施 実施 実施

課
題

実
施

地域活性化推進の新規取組：累計19
件
　R元：5件（Ｈ30：5件）

H24年から全市民局に配置していた
地域にぎわい創り推進員をH30年6月
末で廃止し、地域づくり支援の職務に
対して市民局を補完する一員として
H30年7月から「地域づくり支援員」を
新たに設置した。
※6人、各市民局に配置
＜ 職務＞
①小規模多機能自治を含めた自治機
能の強化に関すること
②地域課題解決に向けた取組支援に
関すること
③地域の個性や特色を生かした地域
づくりの支援に関すること
＜主な実績＞
市民局職員のサポート役として一緒に
地域づくりを進め、各町域ごとに、小
規模多機能自治推進補助金等も活用
しながら、地域の組織づくり等を支援
した。
＜支援した団体＞
・峰山地区河川整備等まちづくり促進
協議会
・月の輪田保存会
・こまねこまつり実行委員会
・あみの　みんなのスペース未来ラボ
・網野町区長連絡協議会

担い手不足等の地域課題の解決に向け、各
地区に応じた支援を行い、持続可能な地域づ
くりを進めていく必要がある。

地域の特性又は特徴を活か
した地域活性化推進の新規
取組:累計12件(H25:年2件)

46
上記以外の市民活動・取
組に対する支援（地域に
ぎわい創り推進員）

市民局 政策企画課

実施



 ②　市民との協働・連携による事業実施 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

①弥栄病院
・弥栄・丹後秋の祭典と一緒に病院まつりを開
催し、より多くの方に、院内の様子を地域の
方々に知っていただくとともに、入院患者や外
来患者の方に楽しみや安らぎを感じていただ
くことができた。
・高校生を対象としたオープンホスピタルや中
学生を対象とした職場体験を受け入れることが
できた。
・病院周辺等の清掃、小学生の作品展示やコ
ンサート等を通して、より良い環境や安らぎを
与え、豊かな気持ちを感じていただくことがで
きた。

②久美浜病院
・病院まつりを通して院内の様子や活動を地
域の方々に知っていただくことができた。
・多くの方々のボランティアを受け、入院患者
や外来患者の方々に楽しみや安らぎを感じて
いただくことができた。
・キッズドクター、キッズナースのイベントの取
組により子供たちに久美浜病院やそこで働く
多職種の業務に関心を持っていただくことが
できた。
・出前講座を通して地域の方々に久美浜病院
の地域医療の取り組みを理解していただくこと
ができた。
・歯科口腔外科の取り組みを京丹後市のケー
ブルテレビで放映し、市民に幅広く知っていた
だくことができた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

区長、民生委員の協力のもと、要支援者台帳
の定期更新ができ、災害時における要支援者
の避難誘導等の体制維持を図ることができた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

―

実施 実施 実施 実施 未実施

課
題

49

原材料支給、重機借上に
よる地域での農道、水路
等補修の実施（小規模土
地改良事業補助金）

農林整備課

①弥栄病院
より多くの方にボランティアに携わっていただ
けるよう広報誌、ホームページ及び院内掲示
等を活用して募集していく必要がある。

②久美浜病院
ホームページでの当院の活動内容や情報開
示について、さらに頻繁に発信し、多くの方々
に利用していただく必要がある。

課
題

災害時において、未登録者に対しても支援が
できるよう、引き続き登録の勧誘をする必要が
ある。

避難行動要支援者登録台帳
の未登録者数:0人(H25年度
末:69人)

ボランティアにより入院患者に対してコ
ンサートの実施や写真展示などの活
動を実施していただいた。

①弥栄病院　42回(H30：74回）
・話し相手・傾聴　0回(H30：33回)
・患者介助　0回(H30：9回)
・小学校作品展示　1回(H30：5回)
・写真掲示　7回(H30：18回）
・生け花　30回(H30：6回）
・コンサート　1回(H30：1回）
・病棟業務補助　1回（Ｈ30：1回）
・病院　官舎周辺清掃　2回(H30：1
回）

②久美浜病院　41回(Ｈ30：48回）
・歌、演劇、ピアノ　34回(Ｈ30：41回）
・環境美化作業　7回(Ｈ30：7回）

実
施

延べ活動件数
 弥栄病院:年60回
(H25:57回)
 久美浜病院:年40回
(H25:38回)

避難行動要支援者登録台帳の未登
録者数Ｒ元年度末60人（H30年度末
55人）

実
施

　多様な主体と協働・連
携した事業を実施し、効
率的・効果的に市民に行
政サービスを提供しま
す。

47
地域や院内ボランティア
との協働による地域に開
かれた病院づくりの推進

弥栄病院・久
美浜病院管理
課

医療政策課

48
災害時要援護者避難支援
プランによる支援体制の
充実

生活福祉課

課
題

未
実
施

農道・水路等補修：累計33か所
R元年度は災害復旧優先し、予算計
上しなかったため未実施。 全ての要望に対応することが難しい中、引き続

き要望の精査を行うことで、効果的に協働事業
を進めていく必要がある。

実施箇所数:累計120か所
(H25:年16か所)

実施

実施

実施
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成
果

各活動を通じて、子どもから大人までの市民に
対する環境保全意識の啓発や醸成が行えた。
活動支援を通じた保全強化と団体育成が図れ
た。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

地区に除雪機械を配備することで、市民生活
の安全・安心に資することができた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

原材料支給、重機借上を行うことで、効率的な
施設の維持管理に資することができた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

学校、PTA、地域の見守り隊等によるにこにこ
カーの巡回により、児童生徒の登下校時の安
全確保につながった。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

ファミリーサポート制度による支援を必要とする
家庭には支援を行うことができた。

実施 実施 実施 実施 実施

活動事業件数:年6件(H25:6
件)

50

環境・共生・参加のまち
づくりの推進（環境学
習・保全活動、啓発事業
等）

生活環境課 生涯学習課

課
題

環境共生のまちづくりを更に進めるにあたっ
て、市民や環境保全団体との連携強化、市域
が有する環境資源を生かした協働取組の実施
を促進していく必要がある。

活動事業件数：8件（H30：5件）
【生活環境課】
①環境保全活動団体支援：1団体、補
助金80千円（H30：1団体、補助金100
千円）
②環境保全啓発事業支援：1団体、補
助金496千円（H30：1団体、補助金
700千円）
③水をつなぐクリーン大作戦：1回、6
団体200人以上参加（H30:1回、10団
体100人以上参加）
④子ども体験活動：0回、参加応募な
く未実施（H30:1回、30人参加）
⑤ブナ林観察会：1回、32人参加
（H30:0回、豪雨により中止）
⑥再エネ・温暖化教室：1回、32人参
加（新規）
⑦海岸漂着物発生抑制講演会：1回、
55人（新規）
⑧少年少女夏休みエコ体験ツアー：1
回、27人参加（H30：1回、24人参加）
⑨丹後環境シンポジウム：1回、200人
参加（H30：1回、170人参加）
【生涯学習課（連携）】
⑩夏休み子どもキャンプ：事業見直し
により未実施（H30：猛暑により中止）

実
施

51
除雪機械の配備による地
域での除雪作業の実施

管理課

課
題

高齢化が進む地区の施設維持管理につい
て、新たな支援方法を検討する必要がある。

要望箇所に対する実施率：100％
（H30：100％）

実
施

要望箇所に対する実施率
:100%(H25:100%)

52

原材料支給、重機借上に
よる地域での市道、里
道、側溝等補修の実施
(地域実施小規模公共事
業)

市民局
管理課
土木課

政策企画課

課
題

実
施

地区への配備台数　累計11台
（Ｈ30：累計8台）

効率的な除雪作業を実施するため、除雪機械
の適切な配備・更新に留意する必要がある。

地区への配備件数:累計18
台(H25:年3台)

54
ファミリーサポートセン
ター活動の推進（地域ぐ
るみで子育て支援）

子ども未来課

課
題

実
施

園児、児童、生徒の登下校時の事故
発生件数:14件(H30:27件) 児童生徒の登下校時の安全を確保するため、

地域協働による巡回体制の強化・拡充を図る
必要がある。

児童、生徒の登下校時の事
故発生件数:年0件(H25:24
件)

53
にこにこカーの配車によ
る登下校時の安全パト
ロールの実施

学校教育課

課
題

まかせて会員が減少してきており、今後のニー
ズに応えていくためにも、まかせて会員の確保
が課題である。

・年間活動件数：5件（H30：9件）
・年間活動者数：3人（H30：5人）
　　［内訳］依頼1人（H30：4人）
　　　　　　 提供2人（H30：1人）
・会員数：59人（H30：77人）
　　［内訳］依頼42人（H30：53人）
　　　　　　 提供16人（H30：22人）
　　　　　　 両方1人（H30：2人）

実
施

年間利用数:30人日(H25:2
人日)
まかせて会員登録者数：80
人

実施

実施

実施

実施

実施



 ③　市民意見を的確に反映した行政サービスの提供ができる仕組みづくり H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

各地区からの要望を聴取し、事業実施及び実
施に向けた検討を行うことができた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

―

実施 実施 実施 未実施 未実施

 ④　市民と行政の役割分担の明確化 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

自治会関係者や市職員を対象として、持続可
能な地域運営組織づくりを進めるためのアドバ
イスを受けたほか、実際に進めるための具体
的な方法について研修することができた。

実施 実施 実施 実施 実施

 （４） 各種協定・連携の推進

 ①　各種協定の継続・充実 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

①各種事業者や団体等との応援協定を充実さ
せることにより、災害対応体制の更なる強化に
つながった。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

①漁港など沿岸部における密漁や船外機の
盗難など、犯罪の予防・検挙や水産事故防止
を目的に、警察船舶の港への立ち寄りに加
え、市と京丹後警察署、府漁業協同組合の3
者が連携して情報共有や情報発信などに取り
組み、海と陸から沿岸の安全対策を推進する
ことを確認した。
②岩谷産業(株)が開発した一般家庭に設置す
るガス漏れ警報器に通信機能を付加すること
で、様々な「モノ」をインターネットにつなぐ中
継基地として機能する新技術を活用し、福祉
サービスをはじめとする公共サービスの活用を
目指すことを確認した。

実施 実施 実施 実施 実施

 ②　大学連携事業の推進 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

大学の持つ専門性や大学生の視点（外部視
点）を取り入れた地域づくりなどを行うことがで
きた。

実施 実施 実施 実施 実施

実
施

各市民局から全行政区に対し、地区
要望聴取依頼発送

・依頼:5月（提出期限：7月）
・要望件数：2,353件

課
題

既に実施済の事業や不要な事業が要求され
る状況にあることから、地区でも要望事項の精
査をしてもらう必要がある。

地区要望聴取回数:1回×全
行政区(H25:1回×全行政
区)
町域(町区長連絡協議会)要
望聴取回数:1回×6市民局
(H25:0回)

課
題

―

平成29年、30年に発生した、豪雨災
害への対応を含め、災害の復旧を優
先することとし、区長会了承の上、中
止とした。

未
実
施

希望地区に対するヒアリン
グ実施率:100%(H25:100%)

　市民からの提案や要望
を反映した事業を実施す
るなど、市民のニーズに
沿った取組を推進しま
す。

55 地区要望の聴取
政策企画課
市民局

事業所管課

56
地区要望に対する対話
（ヒアリング）の実施

市民局
事業所管課

政策企画課

　市民が行うことと市が
行うことの役割分担を明
確化し、効果的な公共
サービスの提供を進めま
す。

57
市民と市のまちづくりに
おける役割分担の明確化

59
新たな協定の締結による
取組の充実

協定所管課

政策企画課 市民局

協定所管課

実
施

協働の意識づくりに関する市民研修
会等開催件数：1件（H30：1件）

・京丹後市地域おこし協力隊活動報
告会（約100人） 課

題

人口減少や少子高齢化が進む当市におい
て、持続可能な地域づくりを進めることは長期
的に取り組む必要がある。市内においても地
域差があるため、市民が共有しやすい生活圏
などによる地域の枠組みの設定と、それに対
応した地域運営組織の再構築を進める必要が
ある。

協働の意識づくりに関する
市民研修会等開催件数:年2
回(H25:0回)

①災害時応援協定（総務課）
締結団体数(他自治体を含む):87団体
（H30：84団体）
②大学との協定（政策企画課）
締結大学数:8大学（H30:7大学）

課
題

①今後についても、新たな各分野等における
団体、事業者等との協定締結について充実さ
せることが必要である。

実
施

災害時応援協定締結団体数
(他自治体を含む):74団体
(H25:66団体)

　大学連携の取組を推進
し、公共サービスの向上
や地域振興につなげてい
きます。

60 大学との連携事業の推進 政策企画課 事業関係課

課
題

新たな協定の締結件数：累計10件
　R元年度締結数：2件（H30:3件）
①京丹後市の漁港等における安全対
策に関する協定（海業水産課）
②近未来技術の導入促進に係る京丹
後市と岩谷産業株式会社との連携・
協力に関する協定（商工振興課）

引き続き、様々な分野での協定を推進し、取
組の充実を図っていく必要がある。

実
施

新たな協定の締結数:累計
12件

　既存の協定や連携の継
続・充実を図るととも
に、新たな協定や連携を
推進し、公共サービスの
向上や地域振興につなげ
ていきます。

58
各種協定（災害時応援協
定、大学との包括協定
等）の継続・充実

大学との連携事業件数:累計128件
R元：29件（H30:25件、H29:21件、
H28：22件、H27：31件）

※R元内訳：京都工芸繊維大学との連
携事業5件、夢まち創り大学24件

課
題

地域課題の解決や地域の活性化に結びつけ
る取組の継続発展が必要である。

実
施

大学との連携事業件数（夢
まち創り大学事業含む）:
累計120件

実施

実施

実施

実施

実施

実施
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 ③　他自治体との連携強化 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

豊岡市との合同会議、木津川市とのスポーツ
等での交流、北部7市町での企業説明会や図
書館連携など他自治体との連携を継続し、共
通課題の情報共有を進めた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

実施 実施

　ほかの自治体との連携
を継続・強化し、行政
サービスの効率的・効果
的な提供と行政課題に対
する効果的な取組を推進
します。

61

他自治体との連携事業の
継続・推進

※「他自治体との新たな
連携協約等による連携事
業の推進」を統合

政策企画課 事業所管課

62

他自治体との新たな連携
協約等による連携事業の
推進
※No.61に統合

企画政策課 事業所管課

協定等に基づく事業実施件数:累計
10件
　R元:0件（H30:0件、H29:5件、H28：3
件、H27：2件） 課

題

行政同士の連携に留まらず、市民同士の交流
や連携につなげることが必要である。また、積
極的な情報交換に努める必要がある。

実
施

協定等に基づく事業実施件
数（北部7市町連携事業及
びDMOの取組含む）:累計60
件

課
題

実施

実施



 第２節　市民満足度の高い行政運営と人材育成

 小項目 （上段）実施スケジュール

目的 取組主管課 関係課 （下段）実施状況
実施
状況 取組状況及び実績

 １　市民満足度の高い行政サービスの提供

 （１） 利便度の高い行政サービスの提供

 ①　利便度の高い証明書交付サービスの利用促進 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

時間内に来庁できない市民への利便性を確
保出来た。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

24時間の申請が可能となり、市民への利便性
を確保出来た。

検討 検討 検討 実施 実施

成
果

時間内に来庁できない市民への利便性が向
上した。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

市民局から遠距離の市民に対し、公平な行政
サービスの提供と利便性が向上した。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

時間内に来庁できない市民への利便性が向
上した。

実施 実施 実施 実施 実施

 ②　インターネットを活用したサービスの推進と利用促進 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

スマートフォンでも見やすくなり、市民にとって
分かりやすい・探しやすい・見やすい機能が
整った。

検討 検討 実施 実施 実施

成
果

ページ作成者のページ作成知識と技術及び、
ホームページ担当者のチェック知識の習得が
進んだ。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

国の定めたスケジュールに沿ってシステム改
修等を行い、電子行政を推進した。

実施 実施 実施 実施 実施

市ホームページのスマートフォン対応
ページを作成した（H30のサイトリ
ニューアル時）。

課
題

個人番号カード普及率：9.8%（H30：
8.0%）
※交付枚数：5,408枚/55,109人（R2.3
末）

課
題

カード普及のための国の動向（マイキープラッ
トフォーム、マイナポータル等）を注視し、普及
促進のために、電子申請を可能とするなどの
利便性向上を図る必要がある。

個人番号カードの普及率：
15%(H27:5.5%)

実
施

8
社会保障・税番号制度の
導入に伴う電子行政の推
進

政策企画課 業務所管課

―

7

課
題

サービス提供の可否も含めて事業の在り方を
検討する必要がある。

実
施

延長窓口交付（峰山庁舎で実施）
　件数：442件（H30：391件）
　来庁者数：314人（H30：290人）
　割合：0.7%（H30：0.6%）

課
題

延長窓口については、定着してきているが引
き続き周知していく必要がある。

利用しやすいホームペー
ジづくり（知りたい情報
にスムーズにたどり着け
る工夫）

秘書広報広聴
課

スマートフォンに対応した
ページの作成:H30年度

実
施

ページ作成者の知識と技術、また、ホーム
ページ担当者の更なる知識習得が必要であ
る。

みんなの公共サイト運用モ
デル(総務省)に対応した
ページの作成:H30年度

実
施

作成したページの承認時にアクセシビ
リティ確保・適切なショートカット配置な
どについて、チェックを徹底するととも
に、ページ作成者及びホームページ
担当者へ指導を行った。

　インターネットを活用
したサービスの利用促進
と充実を図り、便利で利
用しやすいサービスを提
供します。

6
市ホームページの機能充
実（利用できる機能の充
実）

秘書広報広聴
課

税に関する証明書の時間外
交付の実施：H27年度
※ 開庁日及び開庁時間の
拡大についても可能な限り
早期に実施する

実
施

延長窓口における税証明の交付（峰
山庁舎でH30.4～実施）
　件数：52件
　来庁者数：43人
　税証明全体に対する割合：0.3%

課
題

より多くの市民に利用してもらえるよう周知して
いく必要がある。

5

証明書交付窓口の開庁日
や発行証明書の種類など
の見直しによる証明書交
付サービスの充実

市民課
税務課

市民局

課
題

より多くの市民に利用してもらえるよう周知して
いく必要がある。

3
証明書交付窓口業務の延
長の周知徹底と利用促進

市民課 市民局

引き続き周知を行っていく必要がある。

2
インターネット予約によ
る証明書の時間外交付

市民課 市民局 対象証明書等の発行数に占
める割合
 時間外交付:0.2%
　(H25:0.07%）
 窓口延長:1.0%
  (H25:0.53%)
 郵便局:1.4%(H25:0.72%)

実
施

電話予約時間外交付（市民課及び5
市民局で実施）
　件数：37件（H30：52件）
　利用者数：29人（H30：40人）
　割合：0.06%、（H30：0.1%）

課
題

実
施

インターネット予約による証明書交付
　（H30.6月より実施）
　件数：17件（H30：9件）
　人数：12人（H30：6人）
　割合：0.03％

課
題

実
施

郵便局証明書交付（市内3郵便局で
実施）
　件数：323件（H30：415件）
　利用者数：266人（H30：336人）
　割合：0.5%（H30：0.8%）

大
項
目

中
項
目

目標(令和2年度)
令和元年度の成果・取組状況

取組内容 成果及び課題

　利便度の高い証明書交
付サービスの利用促進と
充実を図り、便利で利用
しやすいサービスを提供
します。

1
証明書の電話予約・時間
外交付の周知徹底と利用
促進

市民課 市民局

4
郵便局での証明書交付の
周知徹底と利用促進

市民課

実施

検討 実施

実施

実施

実施検討

実施検討

実施

実施
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- 17 -

成
果

利用者の利便性の向上と行政事務の効率化
に寄与した。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

利用者の利便性の向上に寄与した。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

H30年度より手続割合は、わずかではあるが下
回る結果となったが、手続き総数としてはH30
年度を上回る実施結果であり、予約手続き総
数全体の引き上げに伴い下がったものであっ
た。
制度の浸透とともに、家庭でのパソコン、イン
ターネットの普及に加え、システムの更新によ
り携帯電話での検索も容易にできるようになっ
たこと、蔵書の配送により京丹後市立図書館
全館の蔵書を利用できることへの啓発の促進
が利用につながっているものと考えられる。

実施 実施 実施 実施 実施

 ③　利用しやすい市役所づくり H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

実施 実施

成
果

利用者の利便性向上につながった。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

新任職員研修により、説明を行うことで意識づ
けを行うことができた。

実施 実施 実施 実施 実施

　市役所を訪れた人がス
ムーズに目的の場所にた
どり着ける取組などによ
り、利用しやすい市役所
づくりを進めます。

12
分かりやすい部署の名称
設定
※廃止

企画政策課

文書事務の手引において、共通の文
書書式を提示し、新任職員研修にお
いても該当部分の説明を実施した。 課

題

全部署において記載が浸透してきているが、
引き続き、文書決裁者の確認等による記載の
徹底が必要である。

各庁舎及び福祉事務所への
部署配置図の掲示

実
施

①組織変更に伴い市役所内部署配
置図の変更を行った。
②児童手当等の窓口業務等の移管
に伴う福祉事務所の案内表示や部署
配置等を実施した。
　・児童手当業務等の移管（Ｒ元.5）
　・監査委員事務局の配置（Ｒ元.5）

課
題

必要な改善の有無を引き続き検討し、対応を
図っていく必要がある。

全部局での記載の徹底
実
施

14
発送する文書等への連絡
先情報（担当課名、電話
番号、所在庁舎）の記載

総務課 全部局

公共施設予約のオンライン化率：
20.9%（H30：19.8%）
［オンライン手続件数 1,602件/全手
続数 7,666件］

課
題

システムによる予約は仮予約なため、料金支
払いを含めた手続ができるよう検討する必要
がある。

11
図書館蔵書検索・予約シ
ステムの利用促進

生涯学習課

施設予約システム手続きに
おけるオンライン手続の割
合:40%(H25:19.5%)

実
施

13
部署や会議室の分かりや
すい案内表示

総務課
市民局
生活福祉課
施設所管課

課
題

10
施設予約システムの利用
促進

総務課 施設所管課

オンライン化済みの手続き
における当該手続の割
合:40%(H25:28.1%)

実
施

公文書開示請求、入札、地方税電子
申告などのオンライン化済みの手続
におけるオンライン化率：38.9%（H30：
39.0%）
［オンライン手続件数15,906件/全手
続数40,908件］
※住民票の時間外交付申請を、共同
利用型の電子申請システムを利用し
て開始（H30年6月～）。

課
題

インターネットでの予約制度自体の認識がな
い利用者もまだ多く、利用することでの利便性
等も含め、制度周知、啓発していく必要があ
る。またｽﾏｰﾄﾌｫﾝ等対応画面の創設について
も、周知をしていく。
ただし、予約手続きの全てをオンラインに移行
するのではなく、対面での手続きも図書館の重
要な業務として維持していく必要がある。

図書館予約システム手続き
におけるオンライン手続の
割合:40%(H25:36.3%)

実
施

図書館予約システム手続きにおける
オンライン手続の割合： 46.8% （H30：
46.9%）

課
題

9
手続等のオンライン化の
推進

総務課 手続所管課

講座や行事等への参加申し込みなどの分野
でもオンライン化を図る必要がある。

実施

実施

実施

実施

実施

実施



成
果

市民目線での対応など、新規採用職員をはじ
め職員研修を行うことで、市民等への接遇向
上につながった。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

来庁者の利便性に資することができた。

実施 実施 実施 実施 実施

 （２） 市民ニーズを的確に反映した事業の実施

 市民ニーズを的確に反映した行政サービスの提供 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

―

実施 実施 実施 未実施 未実施

成
果

7団体からの申し込みがあり、市民や各種団体
の意見等を広く聞くことができた。

実施 実施 実施 実施 実施

 ２　職員人材育成の充実

 （１） 職員の能力向上

 ①　各種研修の充実 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

人事課からの指名による計画的な研修と手挙
げ方式による研修を効果的に実施した。
京都府市町村振興協会主催の府内市町村職
員を対象とした研修に積極的に職員を派遣
し、能力開発に取り組んだ。
研修計画の研修事業を一定予定どおり行うこ
とができた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

内部講師を活用した研修により、職員の知識
や経験、ノウハウを活用した実践的な研修を行
うことができた。病院では地域医療の現状に関
する研修も実施した。

実施 実施 実施 実施 実施

内部講師を活用した研修回
数:年3回(H25:0回)

課
題

全職員の均一的な受研機会の確保のために
は、人事課による指名、手上げ方式のほか、
所属長を通じて積極的に受研参加を進めてい
く必要がある。

20
内部講師の育成と内部講
師を活用した研修機会の
拡大と内容の充実

人事課

研修受研回数:年1回/人
(H25:1.62回/人)

実
施

研修受研者数：延べ981人（H30：
1,178人）
（受研者数内訳）
・単独研修　延べ772人（H30：976人）
・派遣研修　延べ209人（H30：202人）

年間平均研修受研回数：0.9回/人
（H30：1.1回/人）

希望地区に対するヒアリン
グ実施率:100%(H25:100%)

未
実
施

平成29年、30年に発生した豪雨災害
への対応を含め、災害の復旧を優先
することとし、区長会了承の上、中止 課

題

実
施

内部講師を活用した研修回数：15回
（H30：13回）

課
題

内部講師には、業務の理解のほか、説明スキ
ルなども求められるため、内部講師が自身の
所属の業務をより把握する必要がある。

　地区要望の聴取や広聴
事業などで得られた市民
の意向を的確に事業に反
映させ、効率的・効果的
な事業実施につなげま
す。

17
地区要望と地区対話（ヒ
アリング）に基づく事業
実施

市民局
事業所管課

政策企画課

来庁者用の駐車スペースの
確保

実
施

フラット座談会の開催：7回（H30：10
回）

課
題

市長とフラット座談会は令和2年5月で廃止して
おり、新たな座談会制度の創設を検討する必
要がある。

　各種研修の計画的・系
統的な実施により、職員
の能力向上に努めます。

19
各種研修の計画的・系統
的な実施による研修機会
の拡大と内容の充実

人事課

市長とフラット座談会を中
心に、広く市民から意見を
聞く機会を設け市政に反映
する。
開催回数：年20回
参加者数：300人

実
施

―

18

市民や各種団体の意見を
広く聴く機会の設定

※「市民や各種団体の要望
を反映した事業実施」から
変更

秘書広報広聴
課
事業所管課

市職員の接遇研修：年2回
実
施

接遇に関する研修の実施：4回、延べ
100人（Ｈ30：5回　106人）

課
題

継続的に市民等への積極的な声掛け等、常
に市民目線での対応を行うことが必要である。

庁舎前駐車場の駐車位置を再配置す
るとともに、所定のステッカー配付によ
る職員車両の明示化を行い、駐車車
両の駐車管理の適正化に努めた。 課

題
来庁者以外の目的外駐車が多いため、その対
応について検討が必要である。

16
利用しやすい庁舎の環境
づくりの推進

総務課
市民局
生活福祉課
全部局

15
分かりやすい市役所づく
り（接遇の向上等）

人事課
実施

実施

実施

実施

実施

実施
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 ②　職場を通じて行う人材育成の充実 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

育成担当職員制度により、新規採用職員の円
滑な職場環境への適応と、職務遂行能力の早
期習得を図るとともに、育成担当職員自身も、
後輩の育成を通して、指導力や資質の向上を
図れた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

年度当初に新規採用職員の育成担当との協
力体制を構築し、新規採用職員の能力開発を
図った。

実施 実施 実施 実施 実施

 ③　自己啓発などの推進 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

①研修の目的や研修により得られる知識を的
確に伝えるため、所属長だけでなく、職員ポー
タルを活用し広く周知を行った。
②内部講師を活用した研修のうち、多くの職
員に関係するもの（財務研修等）については、
日程等の都合上受講できなかった職員にも活
用できるよう、研修資料を閲覧できるようにし
た。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

―

実施 実施 実施 実施 実施

 （２） 人事評価制度の有効活用

 人事評価制度の有効活用 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

個別面談を実施し、職員の能力の発揮及び増
進が図れた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

実践や研修により評価の精度を高めながら、
部分的ではあるが、評価結果の処遇反映を実
施した。

検討 検討 検討 実施 実施

評価結果の人材育成
（H29.4月）と処遇への反
映

実
施

自主研修制度活用:年1グ
ループ(H25:0グループ)

面談の実施は人材育成指導において重要な
役割を果たすことから、実施について徹底を
図っていく必要がある。

26

評価結果を人材育成と給
与に反映させる新たな人
事評価制度の仕組みづく
り

人事課

個別面談の実施:年3回
(H25:0回)

実
施

自己啓発・自主研究への
支援

人事課

個別面談の実施：3回（H30：3回）
※人事評価の期首、中間、期末面談
を実施 課

題

勤勉手当への処遇反映の実施（6月
期・12月期）
※一般事務職の管理職（課長補佐級
以上）を対象とし、人事評価の業績評
価の結果を令和元年6月及び12月の
勤勉手当に反映した。

課
題

評価及び処遇反映の結果等を分析しながら、
実践や研修により評価の精度を高め、今後更
に段階的に処遇反映を進めていく必要があ
る。

　職員又は職員で構成す
る団体の意欲的・自主的
な取組を奨励し、職員の
能力向上に努めます。

23
研修参加意欲を高める取
組の推進

人事課

育成担当者会議:年2回
(H25:0回)
育成担当者の手引き作成

実
施

24

　日常の業務を通じた職
場内での研修を推奨し、
職員の能力向上に努めま
す。

22
新人職員の育成体制の充
実による新規採用職員育
成の推進

人事課

　職員の能力や努力に見
合った適切な評価を行
い、評価結果を人材育成
や処遇に効果的に活用
し、職員の能力と意欲向
上を図ります。

25

人事評価結果に基づく人
材育成指導の推進

※「勤務評定結果と方針共
有制度の評価結果に基づく
人材育成指導の推進」から
変更

人事課 全部局

実
施

実施回数:年2回/職場
実
施

21 職場内研修の充実 人事課

課
題

多くの職員が参加しやすい研修実施など、引
き続き、研修参加意欲向上に向けた工夫に努
める必要がある。

研修情報の周知
職員研修資料提供コーナー
の掲載

実
施

①職員ポータル（掲示板）に研修情報
を掲載
②職員ポータル（掲示板）の研修資料
提供コーナーに研修資料を掲載

全部局

自主研修制度活用：利用なし（H30:利
用なし）
・自主的な参加を呼び掛けた研修：若
手職員研修報告会（参加者：30人）
（Ｈ30：なし）
・未来ラボなどへの参加周知 課

題
自主研修制度の周知に努めていく必要があ
る。

育成担当者会議兼研修会開催回数：
1回（H30：1回）
育成担当者の手引き（H27年4月作
成）を活用 課

題

新規採用職員の早期職務習得と人材育成担
当者の負担軽減のため、同じ職場内での協力
体制などを確立していく必要がある。

全部局

OJT研修をより効果的なものとするため、指導
者研修を充実させ職場内研修の風土拡充を
更に推進する必要がある。

育成担当職員制度によるＯＪＴの実
施：通年

課
題

実施

実施

実施

実施

実施

検討 実施



 （３） 職員の意欲の維持向上と意識改革

 ①　職員の意欲の維持向上 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

取組方針を共有した上で職員それぞれが業
績目標を立て、職務の遂行を目指すことによ
り、積極的に業務の効率化・改善を行う取組を
進めることができた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

管理監督職に求められる使命と役割を認識す
るとともに、部下の人材育成に必要なスキルや
メンタルヘルス研修によるラインケアの習得が
図れた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

―

未実施 未実施 未実施 未実施 未実施

成
果

近年、提案が無いが、提案できる環境として、
制度の周知を行っている。

実施 実施 実施 実施 実施

 ②　職員の意識改革 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

各階層に応じた能力開発、人材育成、公務能
率、士気高揚の制度の役割を理解することに
より、これらの役割が住民サービスの向上の土
台となっていることを認識し、改めて地方公共
団体の存在意義が住民サービスの向上である
ことの意識の醸成及び確認が図れた。

実施 実施 実施 実施 実施

　職員の意欲の維持向上
に努め、人材育成を効果
的に推進するとともに、
職員の能力を最大限に発
揮させます。

各階層に応じて継続して実施することで、成果
が出てくるため、今後も引き続き実施する必要
がある。

職員の意識改革に係る研修
の実施:各階層（新規採
用、若手、中堅、課長補佐
級、課長級、部長級の6階
層）年1回研修(H25:1講座)

実
施

職員の意識改革に係る研修
　新規採用：4回延べ139人
　（H30：3回延べ97人）
　若手：7回延べ91人
　（H30：8回延べ45人）
　中堅：5回延べ48人
　（H30：6回延べ63人）
　課長補佐級：4回延べ50人
　（H30：5回延べ62人）
　課長級：4回延べ71人
　（H30：5回延べ90人）
　部長級：2回延べ7人
　（H30：4回延べ9人）

課
題

職員提案件数：累計1件
R元：0件（H30：0件）
※4月と9月に職員に提案募集を実施 課

題
提案が無く、制度自体の見直し（廃止を含め
て）が必要な時期にきていると思われる。

　地方公務員としての職
務を再認識するよう職員
の意識改革を図り、市民
の立場に立って職務を遂
行できる職員を育成しま
す。

31
職員の意識改革に係る研
修の実施

人事課

職員提案件数:累計30件
(H22～H26:累計17件)

実
施

30 職員提案制度の活性化 人事課

H30.4月からの運用
未
実
施

人事評価制度を活用した制度設計を
行う必要があるが、処遇反映の導入
状況を見ながら、今後検討する。 課

題
制度のメリット・デメリットを含め、人材育成に資
する制度設計の検討が必要である。

29
昇任試験と希望降任制度
の運用

人事課

実
施

研修参加：5研修延べ81人（Ｈ30：6研
修延べ83人）

「管理職手帳」を作成し、時間外勤務
及び休暇制度等の職員管理 課

題
引き続き、部下の人材育成に必要なスキル等
の習得・向上を図っていく必要がある。

管理監督職の研修への参
加：年1回

27
仕事に対する積極的な改
革・改善の取組の促進

人事課 政策企画課

課
題

―

28
部下の意欲を高めること
ができる管理監督者の育
成

人事課

改革・改善の取組を促進す
るため、人事評価制度の共
有を図る

実
施

部・課の取組方針（目標）の所属課内
で共有を促進させるため、人事評価マ
ニュアルに「取組方針の共有」を明記
した。

実施

実施

実施検討

実施

実施
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 ３　信頼される市役所づくり

 （１） 公務品質の向上

 公務品質の向上 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

年度途中の退職・休職者のある部署では長時
間勤務者が増加したが、災害対応の減少や業
務分担などにより、全体の長時間勤務は前年
度より減少している。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

人事異動により、担当が変わることで業務に支
障をきたさないように、しっかり引継ぎを行うよう
に、全職員に周知し、市民サービスの低下の
回避に努めた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

新規採用職員を中心とした研修等により接遇
向上に取組んだ。

実施 検討 検討 検討 検討

成
果

適切な文書事務の推進に寄与した。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

公文書保管施設の供用開始により、文書整理
及び一元管理を進めることができた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

新規採用職員を中心に、接遇等の研修を通
し、社会人としてのマナーを習得するとともに、
働くということ・社会人の必須となるルールを学
び、市民から信頼される職員の育成が図れ
た。

実施 実施 実施 実施 実施

接遇に関する研修の実施:
年2回(H25:2回)

実
施

接遇に関する研修の実施：4回、延べ
100人（Ｈ30：5回　106人）

課
題

親しみやすい市役所づくりのため、研修等を
通じて継続的に職員の意識を高める必要があ
る。

適切な文書管理について、全庁的に
通知を行った。旧五箇小学校を活用
した文書保管施設の供用を開始し
た。

課
題

引き続き、文書管理の適正化に係る周知が必
要である。

37 接遇に関する研修の推進 人事課

管理監督者、文書主任等に
対する年1回の研修の実施
による管理の適正化

実
施

全職員への周知:年1回
(H25:1回)

実
施

年度末に人事異動に伴う事務処理に
ついての周知を実施：1回（H30：1回）

課
題

短期間での引継ぎとなるため、事前から個々
の業務内容をまとめておくとともに、個々の業
務を個々で引き継ぐだけでなく、所属内で業
務の共有ができる仕組みづくりが必要である。

36
文書管理（整理・保管・
保存・廃棄）の適正化

総務課 全部局

全部局での様式の徹底
実
施

4月に文書事務の手引活用について
職員ポータルによる周知を行った。 課

題
引き続き各課における徹底が必要である。

長時間勤務職員:71人（H30:80人）
接遇に関する研修の実施：4回、延べ
100人（Ｈ30：5回　106人）

課
題

ノー残業デーの徹底や職場内での業務分担
等の取組により、引き続き長時間勤務の削減
や接遇マナーなど公務品質向上に努める必
要がある。

長時間労働（年間360時間
以上の時間外勤務）者数の
削減：年40人以下（H25:58
人、H26:73人、H27:60人）
接遇に関する研修の実施:
年2回(H25:2回)

接遇に関する研修の実施：4回、延べ
100人（Ｈ30：5回　106人）
※委員会の開催に代え、職員の接遇
研修を実施（H28.4～） 課

題
研修等を通じて、引き続き接遇等の向上に努
める必要がある。

35
文書事務の手引きに規定
する報告書様式の徹底

総務課 全部局

心くばりの市役所づくり推
進委員会の開催:年4回
(H25:3回)

検
討

34
接遇等向上に向けた全庁
的な取組の推進

人事課 全部局

　事務処理ミスの防止、
公務能率の改善のほか、
親しみやすい市役所づく
りの取組などを推進し、
市民との信頼関係を確立
します。

32 公務品質の向上 人事課 全部局

33
情報共有と業務の引き継
ぎの徹底

人事課 全部局

実
施

実施

実施

実施

検討 実施

実施

実施



成
果

②小学校等を対象として施設見学会を行った
ことで、ごみ減量及び資源リサイクルの大切さ
を啓発することができた。
また、今年度より、市内小学校が見学する際
に、ごみ減量やリサイクル推進とも関連のある
「地球温暖化」の現状や脅威、温暖化防止の
取組やその必要性を知ってもらうための学習メ
ニューを組み込むことで、その対策実施の必
要性を普及・啓発することができた。
③消防車両や資機材に触れることで、体験を
通した消防の仕事への理解と、火災予防の大
切さを伝えることができた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

迅速な対応に努めることができた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

提案等が反映できない場合であっても、理由
などを説明し理解を求めることで、市民との信
頼関係構築が図られた。

実施 実施 実施 実施 実施

 （２） コンプライアンスの徹底

 コンプライアンスの徹底 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

継続した研修や職員通知に取り組むことで、
職員の公務員倫理、法令遵守に対する意識
の徹底を図った。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

選挙時や夏・冬に服務規律、綱紀粛清の確保
等に関して文書による徹底を図った。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

実施 実施
課
題

実施回数:年1回(H25:1回)
懲戒処分事案数:0件(H25:
年1件)

実
施

コンプライアンス研修の実施：5回・延
べ94人（Ｈ30年　4回・87人）
懲戒処分事案数:4件（H30：1件） 課

題
　コンプライアンスに対
する意識の徹底と不祥事
の防止を図り、公正で信
頼される市政を確立しま
す。

41

コンプライアンスに関す
る研修の実施による意識
徹底

※「懲戒処分事件の根絶」
を統合

人事課

反映できない場合における
相手方への回答率(回答の
徹底)
 地区要望:100%(H25:100%)
 わたしの提案・意見箱(回
答対象外案件を除く):100%
(H25:100%)

実
施

綱紀粛清の確保等に関する文書通
知：3回
懲戒処分事案数：4件（H30：1件） 課

題
―

43
懲戒処分事件の根絶
※No.41、42に統合

人事課

文書通知:年3回(H25:2回)
懲戒処分事案数:0件(H25:
年1件)

実
施

引き続き、市民に信頼される行政運営を行うた
め、法令遵守に対する意識の徹底を図る必要
がある。

42

文書通知による意識徹底

※「懲戒処分事件の根絶」
を統合

人事課

40

地区要望や広聴事業等に
よる市民意見・要望を市
政に反映できない際の説
明の徹底

秘書広報広聴
課
事業所管課

政策企画課

わたしの提案・意見箱制度
における2週間以内に回答
した案件の割合:100%

実
施

回答割合：100%（H30：100%）
投稿者が回答を希望する場合で、調
査等が不要な案件については、おお
むね2週間以内に回答した。

課
題

―

地区要望:100%(H30:100%)
わたしの提案・意見箱(回答対象外案
件を除く):100%（H30：100%）
※投稿者が回答を希望し、連絡先が
把握できる案件については、全て回
答を行った。

課
題

―

①市役所峰山庁舎（総務課）
見学（市内小学校）：0校（H30：0校）
②峰山クリーンセンター（生活環境
課）見学（市内小学校等）：延べ16校、
3団体（京都生協京丹後エリア会、議
会）（H30：延べ22校、0団体）
③消防署（消防本部）
見学（市内小学校4年生児童※引率
教員含む）：33回、981人（H30：16回、
491人）

課
題

②継続して実施することが必要であるととも
に、資源化されないごみの量がわかるよう最終
処分場の見学も組み入れる方法を検討する必
要がある。
また、温暖化防止に係る学習については、温
暖化を取り巻く情勢変化の把握に努め、時勢
に即した、かつ小学生でも理解しやすい教材
づくりに努める必要がある。
③児童の理解を深めるため、より分かりやすい
教材の作成等に努めていく必要がある。

39
市民意見に対する対応の
迅速化

秘書広報広聴
課
事業所管課

市役所、峰山クリーンセン
ター、消防署等における児
童生徒の見学希望者全ての
受入れ

実
施

38

学習機会の提供による親
しみやすい市役所づくり
（児童生徒の市役所や各
施設の見学）

総務課
生活環境課
消防本部
施設所管課

実施

実施

実施

実施

実施

実施
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 （３） 透明性の高い市政の推進

 透明性の高い市政の推進 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

ホームページに市長交際費を掲載すること
で、市長交際費の透明性を確保することがで
きた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

一般市民の会議参加を促すため、会議開催
の事前告知及び会議内容の公開を行った。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

迅速な公開対応により、透明性の高い市政推
進に寄与した。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

予算編成過程の公開により、透明性を高める
とともに、予算書・予算説明資料、決算書・決
算附属資料をホームページで公開すること
で、市政に対する一層の関心と理解を得るた
めの機会提供に努めた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

公開システム利用により、入札制度運営の透
明性及び情報公開に関する利便性が向上し
た。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

事業の進捗について各部局で自己評価を行
い、進捗管理表として取りまとめ、総合計画審
議会及び総合戦略推進委員会で同内容を審
議した後、同表を公開することで行政運営の
透明化に寄与した。

実施 実施 実施 実施 実施

公開時期:11月(H25:11月)
実
施

公開時期：11月
（H30年度：11月公開）

課
題

公開時期の早期化と予算編成への反映が課
題である。

全案件の発注情報や入札結果等の
入札情報を公開システムにより公開

課
題

―

49

事業評価結果の公表(総
合計画審議会及び総合戦
略推進委員会で内容を審
議)

政策企画課 全部局

公開システムによる全案件
の入札情報の公開:H27年度
～

実
施

会議開催告知時期:会議開
催の1週間前の徹底
会議録公開時期:会議開催
の1月後の徹底
会議録様式及び留意事項を
職員に明示

実
施

会議開催の1週間前告知については
概ね実施できたが、会議開催1月後の
議事録公開について一部徹底できな
かった。会議件数（非公開除く）：50件
（H30：45件）※傍聴人数：延べ4人（3
審議会）

課
題

審議会の公開事務の徹底を図るため、職員に
対する事務手順の更なる周知徹底を行う必要
がある。

48
利便度の高い公開システ
ムによる入札情報の公開

入札契約課

公開時期
 予算:随時(H25:随時)
 決算:8月下旬
　　　(H26:8月下旬)
 財政状況等:随時
　　　　　　(H25:随時)

実
施

市ホームページで継続して公開。
・平成30年度決算書、決算附属資料
等（8月下旬）
・令和元年度一般会計補正予算編成
方針・編成過程及び予算書、予算説
明資料（随時）
・令和2年度一般会計予算編成方針・
編成過程及び予算書、予算説明資料
（10月上旬～）
・財政状況等（随時）

課
題

財政状況を広く知ってもらうため、細かな資料
もホームページ公開しているが、数字が示すと
ころなど伝わりにくい。難しい用語など解説も
入れながら、より分かりやすい内容を検討して
いきたい。

―

市長交際費の更新:月1回

各部局との円滑な連携に努め、情報
公開請求に対する公開対応の迅速化
に努め、情報公開の対応方法につい
て、事前公開に関する検討を行った。 課

題
事前の公開について、引き続き検討を行い、
早期に一定の結論を導き出す必要がある。

47
予算・決算や財政状況等
を分かりやすく公開

財政課

市ホームページへ制度につ
いてのコーナーを新設し、
更なる制度の周知を図る
(H25:申請書ダウンロード
コーナーで制度や手続き方
法、請求書様式等を掲載)

実
施

46
情報公開条例に基づく情
報公開の推進

総務課 全部局

　市民との情報共有に一
層努め、行政運営の透明
化を図り、市民に開かれ
た市政を推進します。

44
市長交際費をタイムリー
に分かりやすく公開

秘書広報広聴
課

45
審議会の公開事務の徹底
（会議開催・結果情報の
周知、会議録の統一）

秘書広報広聴
課

審議会所管課

実
施

市長交際費の使途をホームページで
掲載、更新：月1回（H30：月1回）

課
題

実施

実施

実施

実施

実施

実施



 第３節　効率的・効果的な行政運営の推進

 小項目 （上段）実施スケジュール

目的 取組主管課 関係課 （下段）実施状況
実施
状況 取組状況及び実績

 １　組織の機能向上と効率化

 （１） 組織の機能向上と効率化

 ①　効率的・効果的な組織体制の構築 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

―

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

組織再編により計画していた車庫整備(1箇
所）について、確認申請及び工事設計を実施
した（Ｒ2年度着工・完成予定）。

検討 実施 実施 実施 実施

 ②　時間外勤務の縮減 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

―

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

一昨年の災害復旧も一定のめどが立ったこと
もあり、長時間労働者数、年平均時間外勤務
時間数ともに前年度から減少した。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

―

実施 実施 実施 実施 実施

実
施

直営から新たに外部委託・民営化した
業務の件数:累計5件
　R元：0件（H30:0件） 課

題

引き続き、外部委託・民営化を進め、市民サー
ビスの質の維持・向上を図りつつ、コストの縮
減に努める必要がある。

直営から新たに外部委託・
民営化した業務の件数:累
計12業務

実
施

長時間労働者数：71人(Ｈ30：80人、
H29：66人)
年平均時間外勤務：182時間/人（Ｈ
30：184時間、H29：177時間/人）
※病院職員、選挙及び災害対応を除
く

時間外勤務の事前命令の徹底
ノー残業デー（水曜日）の早期退庁
（定時退庁）を徹底
職員の自席パソコンを18時に一斉に
電源をシャットダウン
所属長は、1月45時間以上の時間外
命令をする場合、部長等へ事前報告

課
題

引き続き、組織・機構編成方針に基づき、随時
見直しを実施する必要がある。

4
時間外勤務縮減の取組の
推進

人事課 全部局

長時間(年間360時間以上)
労働者数:年40人(H25:58
人)

実
施

・R元年5月7日付けで事務分掌を変
更し、峰山庁舎の総合窓口見直しを
行うことで、事務の効率化と峰山の各
本庁部局での対応により専門性が高
く、市民ｻｰﾋﾞｽの向上を図った。
・R2年度以降の事務を効率的に遂行
するため、係等の「事務分掌」を一部
変更（R2.4.1施行）

消防団員数：1,629人（H30：1,630人）
うち支援消防団員数：56人（H30：57
人）
支援消防団員導入地区数：4地区
（H30：4地区）
※消防団組織の見直しはH28年度に
実施済（H27年12月条例を改正、H28
年4月施行）

課
題

団員確保が年々難しくなる中、引き続き消防
団員の確保に努めていく必要がある。

　事務事業の最適化やア
ウトソーシングの推進な
どの取組を進め、時間外
勤務を縮減します。

3
人員配置と事務配分の最
適化

政策企画課 人事課

H28年度を目途に組織幹部
の在り方も踏まえ、組織全
体の見直しを実施

実
施

　組織の見直しを行い、
効率的・効果的な行政
サービスの提供が可能な
組織体制の構築を進めま
す。

課
題

職員数が年々減少する中で、更なる業務効率
を図ることと並行して、適正な職員配置や業務
のスクラップを図っていく必要がある。

5
アウトソーシングの推進
による業務量の削減

財政課 全部局

引き続き、組織・機構編成方針に基づき、随時
見直しを実施する必要がある。

2 消防団組織の見直し 消防本部

組織・機構編成方針に基づ
き、随時見直しを実施

実
施

随時、組織・機構の見直しについては
検討を行っているが、R元年度及び
R2.4.1付けの組織変更等は実施しな
かった。

課
題

目標(令和2年度)
令和元年度の成果・取組状況

取組内容 成果及び課題

大
項
目

中
項
目

1 組織の見直し 政策企画課

検討 実施

実施

実施

実施

実施
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成
果

事業をスクラップし、効果的な事業実施に努め
た。

実施 実施 実施 実施 実施

 ③　迅速で機能的な組織の構築 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

会議の開催により、提案や連絡調整、情報共
有の促進を図ることができた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

1日の業務スケジュールの確認と所属内での
情報共有が図れ、円滑な業務実施に寄与し
た。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

適正な文書事務及び合議方法の効率化に努
めた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

―

実施 実施 実施 未実施 未実施

成
果

地方創生推進プロジェクトチーム内の5つの
ワーキンググループにおいて、地方創生に寄
与する具体的施策の検討を行い、また、ﾜｰｷﾝ
ｸﾞﾌﾙｰﾌﾟの下に、若手職員で構成する「近未
来技術導入検討ﾁｰﾑ」を立ち上げ、調査・研
究を行い、R2当初予算において事業化を図る
ことができた。

実施 実施 実施 実施 実施

 ④　職制と人員の適正配置による組織機能の維持・向上など H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

職務、職責や経験、能力に応じた任用をする
ことで、有能な人材を確保し、それぞれの業務
を遂行することで、組織機能の維持向上と効
率化が図れた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

専任係長の配置により、業務推進体制の強化
が図れた。

実施 実施 実施 実施 実施

　業務推進体制の強化と
任用方法の工夫を進め、
組織機能の維持・向上と
効率化を図ります。

12

任用方法の工夫（再任用
職員、臨時・非常勤職
員、任期付職員、派遣職
員の活用）による組織機
能の維持向上と効率化

人事課
全部局

13
専任係長の設置の推進に
よる業務推進体制の強化

人事課

課
題

ワーキンググループの種類や構成は、必要に
応じて適宜見直す必要がある。

必要に応じてチームを適宜
設置

実
施

専任係長設置割合:7割
(H26:5.5割)

実
施

専任係長設置割合：5.9割（H30：6.3
割） 課

題

―

11

組織規則第3条第4項に基
づくプロジェクトチーム
による組織横断的な課題
への迅速かつ効果的な対
応

政策企画課 事業所管課

必要に応じてチームを適宜
設置(H25年度末:3チーム)

未
実
施

現在、組織規則第3条第4項に基づく
プロジェクトチームで特定の課題等へ
の対応を実施している。

課
題

R元：2チーム（H30：2チーム）
　①地方創生推進プロジェクトチーム
　②農商工観連携推進プロジェクト
チーム

正職員数:706人（令和2年4
月1日）

実
施

R2.4.1現在正職員数：698人
　　　　　（H31.4.1現在：714人）
再任用職員、任期付職員、会計年度
任用職員、臨時的任用職員として、そ
れぞれ任用している（再任用職員：28
人、任期付職員：7人）。

課長や課長補佐が係長を兼務している部署に
ついては、業務推進体制強化を図るため、専
任係長へ移行していく必要がある。

実
施

新任職員研修での説明実施、文書事
務手引きにおいて、定例の改正以外
に合議方法をメールによるものへ変更
するなど実運用に則した改訂を行い、
文書事務等の効率化に努めた。

課
題

引き続き、文書事務の適正化と効率化を進め
る必要がある。

管理監督者、文書主任等に
対する年1回の研修の実施
によるルールの徹底

課
題

再任用職員、任期付職員及び会計年度職員
も含めた任用方法の工夫に取り組む必要があ
る。

　組織横断的なチームな
どを有効に設置・活用
し、組織横断的な課題に
迅速かつ効果的に対応し
ます。

10

組織規則第3条第2項に基
づくチームによる特定の
事務に対する迅速かつ効
果的な対応

政策企画課 事業所管課

　決裁・合議ルールの徹
底により、意思決定の迅
速化を図ります。

9

事務決裁規程と文書規程
に規定する決裁・合議
ルールの徹底による決
裁・合議の迅速化

総務課 全部局

　部局間、職員間などの
意思疎通や情報共有を深
め、行政運営の円滑化を
図ります。

7

部局長会議、代表課長等
会議の開催による部局間
における重要事項の審
議・提案や連絡調整、情
報共有の促進

政策企画課 全部局

事務事業のスクラップ件
数:累計60件

実
施

事務事業のスクラップ件数:累計140件
　R元:27件（H30:35件） 課

題
引き続き、事務事業の見直しを行い、効果的
な事業を実施していく必要がある。

引き続き全所属において実施していく必要が
ある。

朝礼又は終礼実施職場率:
100%(H25:88.9%)

実
施

朝礼又は終礼実施職場率：100.0%
（H30：97.8%）
※実施した職場の割合：43/43

課
題

部局長会議:年18回(H30:17回)
代表課長等会議:年0回(H30:1回) 課

題
定期的な開催に努める必要がある。

8
朝礼の徹底による組織内
の情報共有の促進

人事課 全部局

部局長会議:年24回(H25:16
回)
代表課長等会議:年12回
(H25:9回)

実
施

6
事務事業の見直しと業務
改善による業務量の削減

財政課 全部局
実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施



 ⑤　本庁機能の集約化 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

公文書保管施設が完成し、公文書の効率的
な保管管理が図れた。また、旧峰山幼稚園跡
地の職員駐車場整備の完了により、峰山庁舎
及び福祉事務所の駐車場の不足について、
改善が図れた。

検討 検討 検討 実施 実施

 （２） 職員を生かす組織の構築

 職場環境などの変革 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

人事評価制度の仕組みの中で、上司と部下の
対話により、課内・部局内での意識共有及び
コミュニケーションが図れた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

人事評価制度研修と合わせて、評価者となる
管理監督者の心構えや手法、上司の役割や
人材育成の重要性を学び、管理監督者の意
識の醸成が図れた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

新規採用職員一人一人に人材育成・支援担
当者を設置し、指導や支援を行うことによって
コミュニケ―ションの向上や業務の基本的な知
識、技術、公務員としての態度を身に付けるこ
とにつながった。

実施 実施 実施 実施 実施

 ２　職員人件費の適正化

 （１） 職員数の適正化

 職員数の適正化 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

定員管理計画に基づき職員数の適正化に努
めた。

検討 実施 実施 実施 実施

成
果

早期退職制度の実施により、職員の年齢別構
成の適正化や職員数の適正化に努めた。

実施 実施 実施 実施 実施

目標値の範囲内に職員数が収まったが、業務
見直しの状況等を考慮しながら、適正な人数
を確保する必要がある。

19
早期退職制度の継続実施
による定員管理

人事課

正職員数:706人（令和2年4
月1日）

実
施

R2.4.1現在正職員数
　目標値：706人
　実績値：698人（H31.4.1現在：714
人）

課
題

実
施

早期退職に係る募集の実施
募集期間：6/1～8/31

人材育成推進委員への女性職員の
積極登用の推進（H27年度～）
人材育成における支援的要素の重要
性を鑑み、従前の人材育成担当者を
人材育成・支援担当者とし設置（H28
年度～）
人材育成推進委員会の開催：0回
（H30：0回）

課
題

人材育成の取組、課題、研修等の運営方法な
ど人材育成の推進について、人材育成推進
委員会による執行管理を図る必要がある。
人材育成・支援担当者だけではなく、職場全
体で人材育成を支援する協力体制が必要で
ある。

　職員数の適正化によ
り、職員人件費の適正化
を進めます。

18 定員管理計画の推進 人事課

人材育成推進委員会の再編
:H27年度

実
施

定員管理計画の推進を図るために今後も取組
を継続していく必要がある。

課
題

　職員のやる気や創意工
夫を引き出す取組を推進
し、職員が積極的に改
革・改善の意識を持って
行動でき、職員の能力が
最大限発揮できる職場環
境や雰囲気づくりを進め
ます。

15

人事評価制度による職員
の改革・改善意識の向上
と職場内のコミュニケー
ションの活性化

人事課

17

人材を育てる職場環境と
雰囲気づくりの推進（人
材育成推進委員会の機能
強化、人材育成担当者の
設置等）

人事課

管理監督者研修:年1回
(H25:1回)

実
施

管理監督者研修：7回・述べ116人
（H30：5回・延べ246人）
※人事評価制度研修と合わせて階層
別研修として実施 課

題

人事評価の実施により管理監督者の意識は
高まっていくが、人事評価の定着及び精度の
向上に向けて、心構え、人事評価の手法や理
解を、継続して研修することで深めていく必要
がある。

実
施

人事評価制度対象部署:全部署
※H28年度から方針共有制度（対話
による目標設定とその達成度を評価）
を人事評価制度に統合して全部局で
実施

課
題

－

人事評価制度対象部署:全
部局(H25:53課/56課)

16
行政経営能力や部下支援
能力の向上等の研修によ
る管理監督者の意識改革

人事課

　分庁舎方式の在り方等
の見直しにより、より一
層の行政運営の効率化を
図るとともに、市民の利
便性を確保します。

14
分庁舎方式の在り方等の
見直しによる行政運営の
効率化と利便性の確保

政策企画課

課
題

合併特例債の活用期限まで
に検討・実施

実
施

H30年度、庁舎整備等事業基本設計
を実施したが、庁舎再配置事業につ
いては、災害復旧事業を優先するた
め一旦休止した。休止できないものと
して、網野庁舎解体工事、旧五箇小
の公文書保管施設整備、旧峰山幼稚
園跡地の職員駐車場整備に着手し、
R元年度には、旧五箇小の公文書保
管施設整備、旧峰山幼稚園跡地の職
員駐車場整備が完了した。網野庁舎
解体工事はR2年度も引き続き実施。

既存庁舎・建物の老朽化に伴い、維持管理経
費が増加しているため、庁舎の在り方につい
て、検討する必要がある。

実施

実施

実施

実施

実施

検討 実施
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 （２） 職員給与等の適正化

 職員給与等の適正化 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

人事院勧告を踏まえ、国家公務員の給与制度
に準拠しながら職員給与の適正化を実施し
た。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

―

検討 検討 検討 検討 検討

成
果

国の給与制度に準拠し、手当の適正化を実施
した。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

―

検討 検討 検討 検討 検討

 ３　事務事業の最適化

 （１） 事務事業の最適化

 事務事業の最適化 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

実施 実施

成
果

事業の進捗について各部局で自己評価を行
い、進捗管理表として取りまとめるとともに、総
合計画審議会及び総合戦略推進委員会で同
表を審議し意見を伺い、事業の効果や課題を
検証することで、事務事業の見直しにつな
がった。

実施 実施 実施 実施 実施

課
題

25

京丹後市総合計画目標値
及び京丹後市まち・ひ
と・しごと創生総合戦略
に定める各種重要業績評
価指標を施策ごとに検証
することで、事務事業の
見直しの推進
※「行政評価の実施による
事業の費用対効果の検証」
及び「行政評価結果に基づ
く事務事業の見直しの推
進」を統合

総合計画審議会及び総合戦
略推進委員による評価各年
1回

実
施

従来の「行政評価」を、総合計画・総
合戦略の進捗管理に統合する形で実
施した。
総合計画審議会の開催：7月～11月
（計4回）
総合戦略推進委員会の開催：11月 課

題

決算審査後の早期段階で審議会及び委員会
を開催し、検証結果を予算編成へ反映してい
く必要がある。

　事業の費用対効果の検
証結果に基づき、事務事
業の最適化を図ります。

24
行政評価の実施による事
業の費用対効果の検証
※No.25に統合

行革･管財課 全部局

政策企画課 全部局

22 各種手当の見直し 人事課

費用弁償、普通旅費、特別
旅費の適正化の実施
※ 可能な限り早期に実施
する

検
討

日当の見直しについて検討を進めた
が具体案までに至らなかった。R2年
度引き続き検討を進める。 課

題
国や他の自治体の状況を勘案しつつ、旅費の
適正化を検討する必要がある。

・ 期末勤勉手当の支給月数を国に準
じて引き上げ改定（R元年12月期支給
分から）
　※支給月数：4.45月→4.50月（引き
上げ分0.05月は勤勉手当に配分）
・住居手当の額の引き上げと支給基
準の改定（R2年4月1日から）

課
題

普通交付税等の合併特例措置の逓減に伴
い、一層厳しい財政状況の中で、人事院勧告
では、6年連続で給料表及び期末勤勉手当の
支給月数の引き上げ改定の勧告がなされてい
る。

国及び他の自治体等の状況
を見据えた各種手当の適正
化の実施
※ 可能な限り早期に実施
する

実
施

23
審議会など委員の報酬額
の見直し

人事課

非常勤の特別職及び一般職
の報酬額の適正化の実施
※ 可能な限り早期に実施
する

検
討

他市の状況を調査し、本市の報酬額
と比較して、見直し実施を見送った。

課
題

国及び他の自治体の状況を勘案しつつ、引き
続き委員等の報酬額を検討する必要がある。

実
施

○一般職の給与を改定
・ 国に準じて、給料表を引き上げ改定
（H31年4月1日に遡及）
　200円～2,300円の引き上げ幅
・ 期末勤勉手当の支給月数を国に準
じて引き上げ改定（R元年12月期支給
分から）
　※支給月数：4.45月→4.50月（引き
上げ分0.05月は勤勉手当に配分）
・住居手当の額の引き上げと支給基
準の改定（R2年4月1日から）

○特別職の期末手当の支給月数を引
き上げ改定
（R元年12月期支給分から）
　　支給月数：3.35月→3.40月（0.05月
　　引き上げ）

課
題

普通交付税等の合併特例措置の逓減に伴
い、一層厳しい財政状況の中で、人事院勧告
では、6年連続で給料表及び期末勤勉手当の
支給月数の引き上げ改定の勧告がなされてい
る。

人事院勧告に準拠した給与
の適正化の実施

21 旅費の見直し 人事課

　職員給与等の適正化に
努め、職員人件費の適正
化を進めます。

20 職員給与の適正化の推進 人事課
実施

実施

実施

実施

実施

実施



 （２） 事務の効率化の推進

 事務の効率化の推進 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

利用者の利便性の向上に寄与した。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

近年、提案が無いが、提案できる環境として、
制度の周知を行っている。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

事務の簡素化・合理化に向け、点検を実施し
た。

実施 実施 実施 実施 実施

 （３） 補助金等の見直し

 補助金等の見直し H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

①定期的な評価のほか、予算編成の中でも見
直しを実施し、可能なものについては次年度
予算に見直しを反映した。
②補助金等に関する基本方針に基づくイベン
ト補助金の不均衡解消のため見直しを行った
（3年計画のうち2年目）。

実施 実施 実施 実施 実施

 （４） 公共施設の見直しと効率的・効果的な管理

 ①　公共施設の見直し H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

―

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

公共施設見直し計画に基づく施設の見直し
（廃止等）を行い、効率的・効果的な管理に寄
与した。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

保育所の再編による運営の効率化と、就学前
教育・保育の充実を図ることができた。

実施 実施 実施 実施 実施

令和2年3月に改訂した公共施設等総合管理
計画に基づき、見直しを継続し、適正なサービ
スの提供と利便性向上を図る必要がある。

見直しが完了した施設
数:172施設(H27.4月見込
み:14施設)

再編後市立保育所等数
認定こども園：6園
保育所：5保育所
(H26:23保育所)

実
施

（市立保育所等数）
　認定こども園:6園（H30:5園）
　保育所：5保育所（H30：6保育所）
・こうりゅう保育所（公設民営）を民設
民営化（H29.4.1～）
・五箇保育所を峰山こども園へ統合
（H30.4.1～）
・峰山・大宮・丹後・弥栄・かぶと山こど
も園の5施設を幼保一体化施設の認
定こども園への移行（H30.4.1～）
・網野みなみ保育所、浅茂川保育所、
網野幼稚園を再編し、網野こども園を
設置（H31.4.1～）

課
題

乳児保育の需要が高まっていることから、受け
入れ態勢の充実が求められるとともに、職員体
制の確保に努める必要がある。

実
施

見直しが完了した施設数：145施設
/172施設（Ｈ30：138施設/171施設）

課
題

32
保育所再編等推進計画の
推進

課
題

老巧化による危険性があり、長期に渡って活
用が見込めない施設は、解体除却を検討す
る。

31
公共施設の見直し方針に
基づく施設の見直し

財産活用課 施設所管課

不要施設の解体除去:累計
30施設

実
施

不要施設の解体除去：累計28施設
　R元：2施設（H30：7施設）

子ども未来課

　既存施設の廃止、統
合、移譲などを視野に入
れた公共施設の抜本的な
見直しを進めます。

30
公共施設等総合管理計画
に基づく施設の見直し

財産活用課 施設所管課

　公益上の必要性の観点
から補助金などの見直し
の検討・実施を進め、適
切な制度運用と歳出抑制
を行います。

29
補助金等に関する基本方
針に基づく補助金の見直
し

財政課 補助金所管課

事務の効率化に関する提案
実施件数:累計6件

・見直しが完了した補助金数：124件
/163件（H30：117件/163件）
※補助金見直し方針の改定により、見
直しを要しなくなった補助金:2件

①補助金評価の実施:23件
②イベント補助金の見直し（R2予算へ
の補助対象経費の1/2以内の補助金
額を統一）

課
題

引き続き、補助金を見直し、効果的に政策誘
導につなげていく必要がある。

見直しが完了した補助金
数:163補助金(H27.4月見込
み:48補助金)

実
施

見直しにより効率化につな
がった件数:累計30件

実
施

時間外勤務の縮減に向けた取組を進
める中で、定型業務の点検実施を各
職場に求めている。

課
題

引き続き、事務の効率化を推進していく必要
がある。

実
施

事務の効率化に関する提案実施件
数：累計0件（H30:0件）
※提案募集は4月、9月に実施してい
るが、提案自体なし

課
題

制度開始時より提案件数が減っており、制度
の在り方（廃止を含む）を見直す時期に来てい
ると思われる。

イベント参加など申込受付のオンライン化を進
める必要がある。

27
職員提案を活用した事務
の効率化の推進

人事課

総務省が利用促進対象とし
ている手続きにおけるオン
ライン化済みの手続数:7手
続(H25:6手続)

実
施

総務省が利用促進対象としている手
続きにおけるオンライン化済みの手続
数：6手続（H28：6手続）
※住民票の時間外交付申請を、共同
利用型の電子申請システムを利用し
て開始（H30年6月～）。
※タイムカードの電子化を実施（H29
年3月～）

課
題

　業務改善や事務処理の
電子化などの取組によ
り、事務の効率化を推進
します。

26
電子化による事務の効率
化の推進

総務課

28
職場における事務のやり
方の再点検と見直しによ
る効率化

財政課
全部局

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施
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成
果

学校づくり準備協議会を設置し、計画に沿っ
た再配置を進めることができた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

久美浜地域公民館の市民局移転により、市民
局と地域公民館の協働体制整備を一歩進め
ることができた。
新たな地域コミュニティの組織づくりを含めて
地域公民館のあり方を検討することができた。

検討 検討 検討 検討 実施

 ②　公共施設の効率的・効果的な管理 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

長寿命化修繕計画を行うことで、多くの橋梁を
計画的に修繕工事を実施することができ、また
交付金を活用した修繕工事が可能となった。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

成願寺南団地の外壁改修及び御陵団地改修
工事に向け実施設計を実施し、良好な住宅提
供及び安心安全な住環境の推進が図れた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

―

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

空きスペースの活用は常に検討されているほ
か、既存活用として福祉的な事業所が集中し
ており、来庁者の利便性が図れている。

実施 実施 実施 実施 実施

有効活用を図る必要性はあるものの、会議室
や倉庫が手狭になってきているため、活用方
法について検討する必要がある。

自治会や市民活動団体等に
よる新規活用件数:累計6件

実
施

新規活用件数：累計1件
　R元：0件（Ｈ30：0件、H29：0件）
【活用状況】下線が期間中の新規活
用、それ以外は継続活用
（大宮庁舎）海の京都DMO、京都地
方税機構
（丹後庁舎）NPO法人全国まちづくり
サポートセンター、NPO法人気張る！
ふるさと丹後町、京都農業協同組合
（弥栄庁舎）ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ、社会
福祉協議会、京丹後市総合サービス
（久美浜庁舎）ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ、社
会福祉協議会

点検・診断した施設数：累計5件
　R元：1件（H30：1件） 課

題

経営的な観点から機能・利用状況・経費負担・
老巧化の度合いなど総合的に判断し、公共施
設の有効活用を検討する。

　公共施設の見直しなど
により生じた空きスペー
スや施設などを有効活用
します。

38
庁舎等の空きスペースや
空き施設の有効活用

財産活用課
施設所管課

公共施設等総合管理計画に
よる計画的管理のために点
検・診断する施設数:累計
60施設

実
施

37
公共施設等総合管理計画
による計画的施設管理

財産活用課 施設所管課

課
題

長寿命化修繕計画を策定している橋
梁の割合
　R元年度末：100.0％
　(H30年度末:49.1%) 課

題
今後も引き続き橋梁長寿命化修繕計画に基
づき点検修繕を行う必要がある。

36

公営住宅ストック総合活
用計画及び公営住宅等長
寿命化計画による計画的
な施設の建替えと修繕の
推進

都市計画・建
築住宅課

長寿命化修繕計画を策定し
ている橋梁の割合
:100%(H25年度末:13.4%)

実
施

第2次京丹後市公営住宅ストック総合計画及
び長寿命化計画で位置付けられた大宮2団地
の建替事業と用途廃止団地の整理を進め、住
宅供給の適正化を図る必要がある。

公営住宅の管理戸数:363戸
(H25:375戸)
大規模改善:累計24戸

実
施

公営住宅の管理戸数：367戸
成願寺南団地の外壁改修を行った。
御陵団地改修工事に向け実施設計を
行った。 課

題

　計画的な維持・修繕を
行い、公共施設の効率
的・効果的な管理に努め
ます。

35
橋梁長寿命化修繕計画に
よる計画的修繕

土木課

効果的な地域公民館の配置
を行う
※新たな地域コミュニティ
組織づくりの検討状況も踏
まえながら、見直しを進め
ていく

実
施

令和元年8月、久美浜地域公民館を
久美浜庁舎内へ移転した。
地区公民館機能を含む「新たな地域
コミュニティ」のあり方について、市長
公室とともに市内43地域で説明会を
開催。市の考え方を提案し、地域での
主体的な検討を支援した。

課
題

新たな地域コミュニティの組織づくりを中心に、
市長公室や市民局と連携し、継続して公民館
組織等の見直し検討を進める必要がある。

小学校：17校（H30：18校）
中学校：6校（H30：6校）
豊栄小学校・間人小学校を再配置
し、「丹後小学校」を開校した。 課

題
再配置後の評価を行う必要がある。

34
京丹後市公民館再編計画
の推進

生涯学習課

再配置後学校数
 小学校:17校(H26:20校)
 中学校: 6校(H26:7校)

実
施

33
学校再配置基本計画の推
進

学校教育課 教育総務課
実施

実施

検討 実施

実施

実施

実施



成
果

①小学校跡施設を京都府立久美浜高校に貸
与し、学校跡施設の有効活用を図った。
②旧保育所施設では放課後児童クラブ、地元
区の一時的な倉庫として活用している。また、
再編に伴い旧保育所の備品整理も進めてお
り、それら備品の倉庫としても有効活用が図れ
た。

実施 実施 実施 実施 実施

 ４　民間委託等の推進

 民間委託等の推進

 ①　民間委託等の推進 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

―

検討 実施 実施 実施 実施

成
果

計画策定に係る事務など、一時的に事務が集
中する業務を臨時職員や労働者派遣を活用
し、効率的に事業を実施することができた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

―

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

市調理師の退職者の不補充を見据え、給食
調理業務の民間委託を推進し、給食を提供す
るための体制確保が図れた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

―

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

検討 検討
課
題

45
窓口業務の民間委託化
※No.40に統合

市民環境課
市民局

行革・管財課

　積極的にアウトソーシ
ングを推進し、行政サー
ビスの向上や業務の効率
化を進めます。

43

①委託学校数:14/18校(H30:15/19
校)（学校教育課）
②委託施設数：5/10保育所（H30：
6/11保育所）（子ども未来課）

※委託先：京丹後市総合サービス㈱
課
題

学校再配置基本計画、保育所再編等推進計
画により、委託施設数が減少することが予想さ
れる中、引き続き、必要な給食提供体制の確
保と効率的な運営を図るため、人員配置や委
託施設の見直しが必要である。

44 保育所の民営化の推進 子ども未来課

委託学校数:14/18校
(H26:17/21校)
委託保育所数:5/9保育所
(H26:7/16保育所)

実
施

第2次京丹後市保育所再編等推進計画では、
令和3年度までの計画期間中に2施設の民営
化について検討することとなっており、引き続
き民営化推進に向けた検討を行っていく。

公設民営化保育所数:3保育
所(H26:0保育所)
民設民営化保育所数:4保育
所(H26:2保育所)

実
施

公設民営化保育所数：1保育所
（H30:1保育所）
民設民営化保育所数：3保育所
（H30:3保育所） 課

題

41

一時的に業務量が増加・
集中する業務への臨時職
員の活用とアウトソーシ
ングの推進

財政課
業務所管課

新規業務委託契約件数:累
計12業務

実
施

新規業務委託契約件数:累計2業務
R元:0業務（H30・29:0業務、H28：2業
務）

課
題

一時的に業務量が増加・集中する業
務へ新規に臨時職員の活用又はアウ
トソーシングした件数:累計27件
　R元:1件(H30:1件) 課

題

R2.4月からの会計年度任用職員制度への移
行も踏まえ、アウトソーシングの推進等を検討
していく必要がある。

一時的に業務量が増加・集
中する業務へ新規に臨時職
員の活用又はアウトソーシ
ングした件数:累計12件

実
施

40 R2.4月からの会計年度任用職員制度への移
行も踏まえ、アウトソーシングの推進等を検討
していく必要がある。

公共施設等総合管理計画との整合を取りなが
ら、指定管理制度が望ましい施設には、導入
を進める必要がある。

専門定型業務の民間委託
の推進

※「窓口業務の民間委託
化」と統合

財政課 業務所管課

指定管理制度を新規に導入
した施設数:累計24施設

実
施

○指定管理施設導入状況：累計3件
　・新規：0件（H30：0件）
○指定管理者制度導入施設：51施設
 　 （H30：55施設）
（内訳）
　ｺﾐｭﾆﾃｨ施設：10、基盤施設(墓地)：2
　公園施設：4、産業施設：5
　医療施設：3、社会福祉施設：5
　ｽﾎﾟﾚｸ施設：21、文化施設：1

課
題

活用している施設の割合
小学校跡:100%
　 　　(H25年度末:0%)
中学校跡:100%
　　　 (H25年度末:0%)
保育所跡:100%
       (H25年度末:23.1%)
幼稚園跡:100%
       (H28年度末:0%)

①小中学校（教育総務課）
・小学校跡:40.0%(H30年度末:35.7%)
・中学校跡:100%(H30年度末:100%)
②幼稚園保育所（子ども未来課）
・幼稚園保育所跡:77.8%(H30年度
末:75.0%)

・旧海部小学校の給食棟及び教室棟
の一部を京都府立久美浜高校に貸与
（R元.10～）
・未利用施設については、市役所内
での活用を検討するとともに、地域へ
活用の有無を確認した。

課
題

学校・保育所給食業務の
民間委託の推進

学校教育課
子ども未来課

指定管理者制度の効果的
な運用

財産活用課 施設所管課42

39

学校再配置や保育所・幼
稚園の再編により生じた
空きスペースや空き施設
の有効活用

教育総務課
子ども未来課

財産活用課
実
施

活用が見込めない学校跡施設（特に耐震性
能が低い施設）や老朽化している保育所跡施
設もあることから、計画的に撤去等を進める必
要がある。

実施

実施

実施

実施

実施

実施 検討

検討
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 ②　業務モニタリングの推進 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

モニタリングを実施し、業務の適正かつ確実な
履行状況、また、改善点を確認することで、公
の施設の適切管理と公共サービスの向上を図
ることができた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

業務委託モニタリングマニュアルの改訂に向
け検討を行った。

検討 検討 検討 検討 検討

検
討

業務委託モニタリングマニュアルの改
訂に向け検討を行った。

市民満足度調査の該当項目における
満足度指数:2.55(H30：2.25)

課
題

委託業務数が膨大であるなどの課題もあるた
め、引き続き、効果的なモニタリングとするため
の対象業務の選定方法など検討し、業務の改
善・効率化を進める必要がある。

モニタリング実施に向けた
マニュアルの改訂:H27年度

市民満足度調査の該当項目
における満足度の向上

課
題

―

47
業務委託のモニタリング
による行政サービスの向
上や業務の効率化の推進

業務所管課 財政課

指定管理者選定等審査会で
審査した年次モニタリング
結果の公表の継続

実
施

業務の適正かつ確実な履行及び業
務改善のサイクル構築を図るため、モ
ニタリングマニュアルに沿い、施設所
管課でモニタリングを実施するととも
に、外部委員を含む審査会を実施し、
その結果を公表した。

　アウトソーシング後
も、その事務事業の課題
や問題点を的確に把握す
るとともに、業務改善の
サイクルを構築し、行政
サービスの向上や業務の
効率化を進めます。

46
指定管理施設に係るモニ
タリングの実施

施設所管課 財産活用課
実施

検討 実施



 第４節　持続可能な財政運営の推進

 小項目 （上段）実施スケジュール

目的 取組主管課 関係課 （下段）実施状況
実施
状況 取組状況及び実績

 １　健全な財政運営の推進

 （１） 積極的な財源の確保

 ①　税源の確保 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

①市内事業者が行う創業、販路開拓や新商
品開発等の取組を支援するとともに、利子補
給・信用保証料の負担軽減により経営の安定
化と成長の促進に資することで、市内商工業
の振興を図った。
②市内事業者の新設・増設による雇用の拡大
を支援し企業立地活動を推進した。森本工業
団地第1区画への企業立地（2社）を実現し、
創業を開始した。
※市内企業1社（運送業・倉庫業・流通サービ
ス業）・市外企業1社（食品加工業）

実施 実施 実施 実施 実施

 ②　税・料の収納強化 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

コンビニ収納等納税者の利便性を図り、京都
地方税機構との連携を図るとともに、適正な課
税、納付相談等を行うことにより、収納率を維
持した。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

京都地方税機構との連携により、高い収納率
を維持できた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

滞納繰越分の収納率は5.5ポイント上昇となり
収入未済額が減少した。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

適正な債権管理を行うことができた。

実施 実施 実施 実施 実施
毎年度の継続性が求められる。

実
施

毎年度の継続性が求められる。

5
債権管理マニュアルに基
づく債権管理の適正化

会計課 料金所管課

収納率(滞納繰越分含む)
:91.2%(H25:88.1%)

実
施

収納率（滞納繰越分含む）：89.2％
（H30：90.4％）

課
題

実
施

R元年度滞納整理計画に基づき計画
的な納付交渉と滞納処分に努めるとと
もに、徴収不能と判断した債権につい
ては不能欠損処分を行った。
滞納繰越分収納率:37.6%(H30:32.1%)
不納欠損:1,978件、1,096万円
(H30:1,310件、856万円)

課
題

市税の収納率(滞納繰越分含む)：
97.2%（H30:97.2%)
・国民健康保険税の収納率(滞納繰越
分含む)：87.6%（H30:87.2%) 課

題

初期段階における滞納件数、滞納額の圧縮を
図るため、引き続き口座振替の推進や納期内
納付の徹底を周知する必要がある。

3
京都地方税機構との連携
による税金の収納強化

税務課

市税の収納率(滞納繰越分
含む):95.6%(H25:94.1%)
国民健康保険税の収納率
(滞納繰越分含む)
:82.2%(H25:79.9%)

実
施

市税の収納率(滞納繰越分含む)：
97.2%（H30:97.2%)
・国民健康保険税の収納率(滞納繰越
分含む)：87.6%（H30:87.2%)

課
題

引き続き京都地方税機構との連携強化を図り
収納率の向上に努める必要がある。

　税や料金の納付徹底と
未収金を削減し、歳入の
増加を図ります。

2 税金の収納強化 税務課

4 料金の収納強化 会計課 料金所管課

取組内容 成果及び課題

　定住促進や地場産業の
振興、企業誘致などを積
極的に推進し、税源の確
保に努めます。

1

商工業の振興の総合的な
推進（市内企業の経営安
定・成長発展への支援、
企業立地の推進等）

商工振興課 創業支援件数：累計66件
実
施

創業支援件数の累計:累計61件
　R元：12件（H30：15件、H29：17件、
H28：7件、H27：10件）
①市内企業の経営安定・成長発展へ
の支援
・創業支援に加え、事業者の販路開
拓や新商品開発等に対して支援：12
件
（H30：15件）
・融資に対する利子補給の実施：132
件
（H30：284件）
・信用保証料補助の実施：210件
（H30：244件）
・京丹後市企業ガイドブックを作成し、
大学や関係団体等に配付:掲載企業
49社
（H30:58社）
②企業立地の推進
・事業所の新増設を行い、かつ正規
雇用者を2人以上増加させた指定事
業所に対して支援：16件（H30：14件）
・森本工業団地第1区画に2社（市内1
社、市外1社）が立地し創業を開始

課
題

地域経済の情勢等を見極めつつ、効率的で
効果的な支援を検討していく必要がある。ま
た、引き続き企業立地を進め、多様な就業機
会の創出を促進していく必要がある。

大
項
目

中
項
目

目標(令和2年度)
令和元年度の成果・取組状況

実施

実施

実施

実施

実施
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 ③　積極的な財源の確保 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

ホームページの空きスペースを有効活用し、
ホームページ運営の財源確保が図れた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

総合戦略の中心事業に掲げている「新シルク
産業創造事業」「夢まち創り大学」などに係る
財源を確保できた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

寄附件数、寄附額とも前年度を越え、本市の
魅力発信が図れた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

市有財産利活用基本方針に基づき、未利用
の市有財産の貸付、売却等に係る公募手続き
を行った。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

要領等を整備し、京丹後市ホームページを活
用して不要物品を売却した。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

入札することにより設置事業者の選定方法の
公平性と透明性を高め、自主財源の確保に資
することができた。

実施 実施 実施 実施 実施

 （２） 受益者負担の適正化

 ①　適正な受益者負担への見直し H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

使用料の見直しに係る議案を6月定例会に提
出した。

検討 検討 検討 実施 実施

 ②　使用料などの減免の運用方法の見直し H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

使用料の減免の運用方法については、各施
設の減免状況を調査し、減免基準の統一に向
け、使用料の見直しとともに6月定例会におい
て説明した。

検討 検討 検討 実施 実施

　適切かつ公平な減免の
運用になっているかを検
証し、必要に応じて運用
方法の見直しを行いま
す。

13
使用料、手数料等の減免
の運用方法の見直し

財政課 料金等所管課

見直し結果による条例改正
の議会への上程:H30年度中

実
施

課
題

6月定例会での審議結果を受け、減免基準に
ついては、利用者負担の公平性を確保する上
でも必要最小限とすべきことを考慮しつつ、市
民公聴会での意見等を踏まえ検討していく必
要がある。

見直し結果による条例改正
の議会への上程:H30年度中

実
施

使用料について、運用方法の見直し
が必要と判断し、各施設の使用料条
例の改正とともに6月定例会で説明し
た。

　受益者負担が適切かど
うか検討し、必要なもの
については、適正な負担
への見直しを行います。

12
使用料、手数料等の見直
し

財政課 料金等所管課

入札参加事業者が固定化し、参加事業者数も
減少傾向にある。

使用料の見直しについて、6月定例会
に提出したが、可決に至らなかったた
め、今後の方向性を検討するため、9
月に市民公聴会を開催した。 課

題
市民公聴会での意見等を踏まえ、今後の見直
しの方向性について検討する必要がある。

売却額：R元：2.5万円、累計：2.5万円
（H30：0万円、累計：0万円）
・Yahoo!官公庁オークションのサービ
スが終了(令和2年度)するため、売却
手法を検討した。

課
題

対象となる物品の洗い出しに加え、他の売却
方法について検討していく必要がある。

11
公共施設への自動販売機
設置方法の見直し（入札
方式の導入）

財産活用課 施設所管課

売却額:累計48万円(H25:年
10万円)

実
施

貸付料:年500万円(H25:67
万円)

実
施

貸付料：296万円(H30：325万円)
※入札方式の導入（H27年度～）

課
題

10
インターネットオーク
ションによる不要物品の
売却

財産活用課

全部局

寄附金額：298,399千円
　　　　　　（H30：265,517千円）
寄附件数：6,243件（H30：4,570件）
（H31年4月～R2年3月実績） 課

題
返礼品の充実や特産品などのプロモーション
のさらなる検討が必要である。

9
未利用の市有財産の貸
付、売却等の推進

財産活用課

寄附金額:年4億円(H25:年
469万円)

実
施

貸付料:年1,700万円
(H25:1,670万円)
売却額:累計6,000万円

実
施

【貸付】
・件数：75件（H30：50件）
・金額：1,585万円（H30：1,564万円）
【売却】
・件数：7件（H30：10件）
・金額：41万円（H30：339万円）
　　 累計：7,974万円

課
題

引き続き未利用の市有財産の貸付、売却する
ことにより市の財源確保や維持管理経費の削
減を図る必要がある。

広告料収入額:年50万円
(H25:0円)

8
ふるさと応援寄附金制度
の推進

政策企画課

地方創生及び地域再生改革
関連の事業実施

実
施

地方創生推進交付金
R元年度実績：34,365千円
※H30年度実績
　地方創生推進交付金：41,875千円 課

題
次年度以降も事業を継続させるため、引き続
き財源を確保する必要がある。

7
国府事業の積極的な導
入・採択

　税や料金以外の財源確
保の取組を推進し、歳入
の増加を図ります。

6 有料広告の推進
秘書広報広聴
課

政策企画課

実
施

市ホームページに広告掲載スペース
を設け活用を図り、委託業者と年間契
約を締結した。
収入額：22万円（H30：21.6万円）

課
題

広報紙での有料広告の増加を図る必要があ
る。

実施

実施

実施

実施

実施

実施

検討 検討実施 実施

検討 検討実施 実施



 （３） 財政規模のスリム化

 財政規模のスリム化 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

実施 実施 実施

成
果

―

実施 実施 実施 休止 休止

成
果

償還額を超えた借入とならないようにしたこと
で、市債残高を減少させ、将来の公債費負担
の増加を抑えることができた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

財政課による部局へのヒアリングを財政課全
員で分担して実施することにより、効率的なヒ
アリングができた。また、市長査定の前に副市
長査定を実施することにより、効果的な査定に
つながった。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

各部局ごとに一般財源額を提示し、一般財源
ベースの抑制を図った。

休止 実施 実施 実施 実施

R2年度予算編成については、部局へ
の財政課のヒアリングを課内全員で分
担して実施するとともに、最終市長査
定の前に、副市長による査定を実施し
た。 課

題

一般財源ベースでの財源が減少する中で、ど
こに予算をかけ、何を削るか「選択と集中」が
できる仕組みづくりが必要である。事業所管部
署からの要求段階で、「選択と集中」するため
の方策を引き続き検討が必要である。

18
歳出抑制実施見通しによ
る抑制

財政課 全部局

毎年度、新たな手法を取り
入れて当初予算編成を実施

実
施

毎年度、一般財源額を1億
円以上抑制

実
施

前年度に引き続き、予算編成の取組
の一つとして実施した。

一般財源抑制額（対前年度比）:1.3億
円(H30:1.0億円)

課
題

予算査定を経て、一定の効果を出すことはで
きたが、抑制に向けた取組については、より効
果的・効率的な取組を検討する必要がある。

16
市債残高の適正管理によ
る公債費抑制

財政課

積立額(R2年度末):6億円
(H25年度末:2.8億円)

休
止

一般会計公債費(R2):47億
円(H25:49.0億円)

実
施

一般会計公債費：47.2億円（H30：
47.0億円）（対前年度0.2億円の増加）
市債のR元年度末現在高は約388億
円で対前年度4.3億円の減少 課

題

将来の公債費負担を抑制するには、借入抑制
と、可能な範囲での繰上償還などの実施が考
えられるが、借入の抑制は、普通建設事業等
の抑制となり、繰上償還には、財源が必要で
あり、実施することにより他のサービスの抑制と
なる。将来を見据え、現在をどの程度まで抑制
できるかが課題である。

15
過疎地域振興基金の活用
による財源の積立

財政課 政策企画課

積立額(H29年度末):40億円
(H25年度末:22.5億円) 課

題

積立残高：R元年度末：約10.3億円
（H30年度末：約10.3億円）

R元積立額:0億円 課
題

基金積立は目標を達成しているが、活用につ
いては詳細なものは決まっていない。今後基
金活用について検討する必要がある。

　徹底的な行財政運営の
効率化を進め、財政規模
をスリム化します。

14
合併特例措置逓減対策準
備基金の積立

財政課

17
新たな予算編成手法の実
施

財政課

実施

実施

実施

実施

実施
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 （４） 地方公営企業会計と特別会計の経営健全化

 地方公営企業会計と特別会計の経営健全化 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

①京都府国民健康保険団体連合会等のシス
テムを活用し、煩雑な処理等が必要な事務の
効率化が図れた。
②国民健康保険直営診療所事業特別会計の
安定運営に寄与することができた。
③後期高齢者医療制度の安定運用に寄与す
ることができた。
④介護保険事業特別会計の安定運営に寄与
することができた。
⑤介護サービス事業特別会計の安定運営に
寄与することができた。
⑥⑦⑧起債償還金等への充当により、経営の
健全化を図ることができた
⑨2社の企業進出が決定し、譲渡又は貸付を
行ったため、一般会計からの繰出は不要と
なった。
⑩起債償還金等への充当により、経営の健全
化を図るとともに、出資金により、中野浄水場
関連の整備を進めることができた。
⑪病院事業会計の運営に寄与することができ
た。また、弥栄病院と府立医科大学との共同
研究講座を継続して実施した。

実施 実施 実施 実施 実施

＜特別会計＞
一般会計繰出金額（特別会計分）：約
39億円（H30：約42.4億円）

①国民健康保険事業：542百万円
（H30：504百万円）
②国民健康保険直営診療所事業：90
百万円（H30:88百万円）
③後期高齢者医療事業：1,033百万
円（H30：1,025百万円）
④介護保険事業：1,008百万円（H30：
943百万円）
⑤介護サービス事業：40百万円
（H30：40百万円）
⑥集落排水事業：236百万円（H30：
253百万円）
⑦公共下水道事業：828百万円（H30：
899百万円）
⑧浄化槽整備事業：122百万円（H30：
115百万円）
⑨工業用地造成事業特別会計:0百
万円（H30:0百万円）

＜企業会計＞
一般会計繰出金額（企業会計分）：約
16.9億円（H30：約11.4億円）

⑩水道事業：562百万円（H30：215百
万円、旧簡水を含めると588百万円）
⑪病院事業：1,127百万円（H30：927
百万円）

課
題

①都道府県単位化（広域化）により年度途中
の財源不足の無い安定した運営が可能となっ
たものの、令和元年度は府への納付金の増嵩
により国保税を値上するなど厳しい財政状況
が続いている。国府財源の確保、及び府下で
の事務標準化にも努めながら、安定的な事業
運営を行う必要がある。
②地域の過疎・高齢化が進む中、医療提供体
制を維持しつつ、効率的な運営に努めていく
必要がある。
③保険料の滞納について、制度の公平性を
堅持するため、徴収努力を続ける必要がある。
④制度の公平性を堅持するため、保険料の徴
収努力を続ける必要がある。3年ごとに策定す
る介護保険事業計画のサービス量等を適正に
見込む必要がある。
⑤歳入の増加・支出の抑制が行えるように、施
設経営の適正化を図る必要がある。
⑥⑦水洗化率の向上による下水道使用料の
確保を行い、一般会計繰出金の縮減を図って
いく必要がある。
⑧浄化槽1基あたり、使用料収入より維持管理
費が高いことから、管理基数の増加に伴い浄
化槽特別会計が益々厳しくなるという現状のた
め、浄化槽の整備手法について検討する必要
がある。
⑨第2区画の譲渡又は貸付に向け、今後も積
極的に企業立地推進活動を進める必要があ
る。
⑩効率的な事業経営に努めていく必要があ
る。
⑪病院改革プランに基づき、引き続き、地域
医療を担う公立病院としての役割を果たすた
めに必要な医療提供体制を確保しつつ、経営
の効率化に努めていく必要がある。

一般会計繰出金額
(特別会計分)
27億円未満(H25:39.3億円)
(企業会計分)
28億円未満(H25:8.3億円)

実
施

　一般会計と同様に積極
的な歳入の確保に努めな
がら、歳出の抜本的な見
直しを進め、経営健全化
を図ります。

19
企業会計等への繰出金の
適正化

会計所管課
実施



成
果

特定健康診査を総合検診と一体的に実施し、
受診率の維持・向上につながった。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

老朽化した水道管の布設替え等を実施し、漏
水の防止が図れた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

経営統合により、今後の給水区域の見直しの
促進が図れた。

検討 検討 検討 検討 実施

成
果

料金改定による収入増により、資金残高の確
保ができた。H28年度は隔月検針の導入によ
り、1か月分の料金収入が減少したものの、
H29年度以降は維持ができた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

早期接続を促すため、水洗化推進支援補助
金に期間制限を設けた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

接続率が低い中、更なる値上げは接続者に更
なる負担及び未接続者の接続意欲の低下に
もつながるというH29審議会の答申を踏まえ、
使用料の値上げを見送っている。

検討 検討 実施 実施 実施

使用料:4億8,673万円
維持管理費:4億9,787万円
総務管理費の1/2:4,799万円
（公営企業会計移行費用を除く）

※R元は打ち切り決算
課
題

使用料の見直しに当たっては、接続率の向上
等、更なる検討を行う必要がある。

使用料収入で、施設の維持
管理費全額と総務管理費の
1/2を賄う
 (H25)
 使用料:4億1,409万円
 維持管理費:4億8,130万円
 総務管理費の1/2:5,719万
円

実
施

25
下水道事業に係る利用者
負担の見直し

経営企画整備
課

資金残高
 R元年度末：12.5億円
　※工事完成払等の未払金2.3億円を
差し引くと、10.2億円
(H30年度末：16.7億円(12.1億円)) 課

題

料金見直しは、H29年度に検討し、結果行わ
ないこととした。次期見直しに向け長期的な資
金計画を見定め、毎年の事業費変動を平準
化する必要がある。

24
公共下水道への接続率の
向上

経営企画整備
課

資金残高:7億5千万円
(H25:11億4千万円)
※R5年度末の資金残高:8億
円

実
施

負担の公平性を図ることによる下水道への接
続誘導を進める必要がある。
また、補助金は、他市町と比較しても十分な額
であり、これ以上の増額は難しい。今後は、公
共施設・事業所・宿泊施設などの接続を促す
取り組みを進める必要がある。

公共下水道接続率:68.5%
(H25:50.9%)

実
施

・公共下水道接続率：60.8%（H30：
58.8%）
17,447/28,716（接続人口/処理人口）
・普及推進員の戸別訪問件数：1,526
件（H30：761件）
・工事説明会での水洗化広報に加
え、早い段階から接続推進を図るた
め、公共ます設置意向調査時に水洗
化広報を実施した。

課
題

23
上水道及び簡易水道事業
に係る利用者負担の見直
し

経営企画整備
課

老朽化した水道管について、下水道
管の設置工事に伴い布設替え、ある
いは単独での工事を実施。

有収率：79.15%（H30：79.3%）
課
題

石綿管等の老朽化した水道管を早期に改修
していくことや漏水調査を計画的に実施してい
く必要がある。

22

上水道と簡易水道事業の
経営統合による給水区域
の見直し（経営の安定
化）

施設管理課

有収率:85.0%(H25:80.0%)
実
施

経営の効率化を図るため、事業基本計画及び
経営計画に基づき水融通を進め、小規模浄
水場を廃止していくことが必要である。

給水原価が高い浄水場の休
廃止(浄水施設数):R2年度
末52か所(H25年度末:62か
所)

実
施

平成31年4月1日に上水道と簡易水道
との経営統合を行った。
令和元年度での給水区域の見直しは
行わなかった。
浄水場施設数：令和元年度末54か所
（H30年度末54か所）

課
題

21

上水道と簡易水道事業に
おける有収率（供給した
水量に対して収益のあっ
た水量）の改善

施設管理課

20 医療費の適正化の推進 保険事業課
しばらく検診を受けていない人の受診を喚起
するとともに、受けやすい環境づくりを進める
必要がある。

特定健康診査の受診率:
48%(H25:40.3%)

実
施

5月21日～9月10日にかけて、特定健
康診査を市総合検診と一体的に実
施。
　・受診者数：4,293人（H30：4,383人)
　・受診率（国庫負担金実績報告時）：
　  37.91%（H30：37.57%）

課
題

実施

実施

検討

検討 検討

実施

実施 実施

実施

検討 実施

実施

検討
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成
果

①弥栄病院
医業収益、経常収支比率、医業収支比率、１
日当たりの入院、外来患者数、病床利用率、
常勤医師数については全て病院改革プラン
に掲げる目標数値を下回った。
産科医の急逝による3か月の分娩休止、院長
の病気療養による休職、8月に逝去、内科医
師の2か月の病休により診療体制の充実が図
れなかった。一方、念願であった常勤外科医
師に着任いただくことができた。費用面では、
病院改築整備事業の完了に伴い、減価償却
費が大幅に増加し赤字となった。

②久美浜病院
患者数は入院が前年度より減少したものの診
療報酬基準の見直しや、外科系手術の増加
などにより診療単価が増加し、経費の削減結
果もあって病院事業収支は市合併後最大の
黒字を計上した。
　しかしながら、前年度末からの内科医の減少
など十分な医療体制が確保できなかったこと
で、収益が期待されるほど伸びず、経常収支
比率、医業収支比率、１日当たりの入院、外来
患者数、病床利用率、常勤医師数について、
全て病院改革プランに掲げる目標数値を下
回った。ただし、薬品、診療材料購入費につ
いては病院で直接値引き交渉を行った結果、
材料費対医業収益比率は目標数値を達成し
た。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

一定の条件に該当する案件については弁護
士法人に回収業務を委託することに加え、クレ
ジットカード支払い、未納者への即時通知を
実施することにより、現年分未収金の増加を抑
えることができた。

実施 実施 実施 実施 実施

・担当者による未納者への電話連絡
・職員による訪問徴収の強化
・弁護士法人へ未収金回収業務委託
(H26年3月～)
・クレジットカード支払い導入(H27年2
月～)

①弥栄病院
　医療費収納率　97.9%(H30：97.8%)
②久美浜病院
　医療費収納率　 97.9%(H30：97.1%)

課
題

過年度分の未納者に対する未収金の回収方
法を検討することが必要である。

医療費収納率(現年分)
 弥栄病院:94.0%
　　　　　(H25:91.6%)
 久美浜病院:97.9%
　　　　　　(H25:96.3%)

実
施

27
市立病院における医療費
の収納強化

弥栄病院・久
美浜病院管理
課

医療政策課

26
病院事業に係る経営目標
に向けた取組の推進

弥栄病院・久
美浜病院管理
課

医療政策課

①弥栄病院
内科医師等の招へい等、医療提供体制の充
実を図ること、加算基準の取得等を検討し、医
業収益の増加を図る必要がある。

②久美浜病院
H30年度末から１名減となっている内科医師の
招へいや、外科、眼科医師の招へいを早期に
実現することで、医療提供体制の充実と医療
の質の向上を図り、収益をさらに増加させ、医
業収支比率の向上を図る必要がある。

経常収支比率
 弥栄:100.3%(H25:101.4%)
 久美浜:104.0%
　　　　(H25:94.5%)
医業収支比率
 弥栄:97.6%(H25:92.8%)
 久美浜:99.4%(H25:84.5%)
材料費対医業収益比率:
 弥栄:28.8%(H25:29.2%)
 久美浜:13.0%(H25:16.0%)
1日当たり入院患者数
 弥栄:176人(H25:164.3人)
 久美浜:161人
　　　　(H25:145.9人)
病床利用率
 弥栄:88.3%(H25:82.1%)
 久美浜:94.7%(H25:85.8%)
常勤医師数
 弥栄:16人(H25:11人)
 久美浜:19人(H25:16人)

実
施

京丹後市立病院改革プランに基づ
き、更なる収支改善に向けた取組を実
施した。
・診療報酬の加算の取得
・病床機能の検討など患者診療単価
の向上
・医薬品、診療材料購入費用の値引
き交渉
・高圧電力に係るデマンド契約を変更
して、電気代の削減

①弥栄病院
・経常収支比率　92.0%(H30：92.0%)
・医業収支比率　85.9%(H30：88.5%)
・材料費対医業収益比率
29.0%(H30：28.9%)
・１日当たり入院患者数　137.1人
(H30：144.8人)
・１日当たり外来患者数　399.0人
(H30：401.7人)
・病床利用率　68.9%(H30：72.5%)
・常勤医師数　12人(H30：8人)

②久美浜病院
診療報酬の加算の取得
・病床機能の検討や検査項目の見直
しなど患者診療単価の向上
・医薬品、診療材料の購入単価の値
引き交渉
・専門外来の開設及び人間ドック、検
診の受入体制の充実
・経常収支比率　100.2%(H30：99.4%)
・医業収支比率　94.5%(H30：93.5%)
・材料費対医業収益比率　13.8%
　(H30：13.1%)
・１日当たり入院患者数　147.6人
　(H30：151.7人）
・１日当たり外来患者数　318.6人
　（H30：316.3人）
・病床利用率　86.8%（H30：89.2%）
・常勤医師数　17人（H30：17人）

課
題

実施

実施 実施検討



 ２　透明で開かれた財政運営

 透明性の高い財政運営

 透明性の高い財政運営 H27 H28 H29 H30 R元 R2

成
果

作成時点から向こう5か年の財政の見通しを公
開することで、市の財政状況に関心と理解を
深めていただく機会の提供に努めた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

予算編成過程の公開により、透明性を高める
とともに、予算書・予算説明資料、決算書・決
算附属資料をホームページで公開すること
で、市政に対する一層の関心と理解を得るた
めの機会提供に努めた。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

H29年度決算にかかる財務書類について、R
元年10月に公開出来た。

実施 実施 実施 実施 実施

成
果

事業の進捗について各部局で自己評価を行
い、進捗管理表として取りまとめ、総合計画審
議会及び総合戦略推進委員会で同内容を審
議した後、同表を公開することで行政運営の
透明化に寄与した。

実施 実施 実施 実施 実施

30
新地方公会計制度に基づ
く財務書類４表の作成と
公開

財政課

公開時期：11月
（H30年度：11月公開）

課
題

公開時期の早期化と予算編成への反映が課
題である。

公開時期:11月(H25:11月)
実
施

31

事業評価結果の公表(総
合計画審議会及び総合戦
略推進委員会で内容を審
議)【再掲】

政策企画課 全部局

課
題

財政状況を広く知ってもらうため、細かな資料
もホームページ公開しているが、数字が示すと
ころなど伝わりにくい。難しい用語など解説も
入れながら、より分かりやすい内容を検討して
いきたい。

公開時期
 予算:随時(H25:随時)
 決算:8月下旬
　　　(H26:8月下旬)
 財政状況等:随時
　　　　　　(H25:随時)

公開時期:11月(H25:休止)
実
施

H29年度決算：R元年10月に公開

H28年度決算から「統一的な基準※」
に基づく財務書類を作成し、公表して
いる。
※地方公会計（財務書類）の整備が
全国的に進む中、団体間での比較が
難しいなどの課題があったことから、
H26年度に国から「統一的な基準」が
示され、全ての地方公共団体は、H29
年度末までにこの基準による財務書
類を作成することとされた。

課
題

公会計の財務書類は、企業会計とは構成や
項目等が全く異なり、聞き慣れない用語も多く
あるため、公会計の知識がなくても内容を理解
しやすい「分かりやすい情報開示」を工夫する
必要がある。

公開時期:10月(H26:12月)
実
施

公表時期:11月(H30:11月)

R元年10月時点でR元年度からR5年
度までの5か年間の財政見通しを作成
し、議会配付するとともに、市ホーム
ページにも掲載した。

実
施

市ホームページで継続して公開。
・平成30年度決算書、決算附属資料
等（8月下旬）
・令和元年度一般会計補正予算編成
方針・編成過程及び予算書、予算説
明資料（随時）
・令和2年度一般会計予算編成方針・
編成過程及び予算書、予算説明資料
（10月上旬～）
・財政状況等（随時）　予算の内容や財政状況

の情報を分かりやすく積
極的に公開し、透明性の
高い財政運営を推進しま
す。

28
財政見通しを積極的に公
開

財政課

課
題

臨時的な国の補正予算や施策の追加、また各
種計画の変更など策定時で捕捉しきれない情
報もあり、少なくとも毎年度ローリングをしてい
かないと財政状況が見込みにくい。

29
予算・決算や財政状況等
を分かりやすく公開【再
掲】

財政課 全部局

実施

実施

実施

実施
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