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第 2 次三沢市行政経営推進プラン 取組項目 
 

１１１１    振興計画振興計画振興計画振興計画のののの進捗状況及進捗状況及進捗状況及進捗状況及びびびび検証結果検証結果検証結果検証結果にににに基基基基づくづくづくづく行政経営行政経営行政経営行政経営のののの推進推進推進推進    
 

⑴⑴⑴⑴    後期後期後期後期基本基本基本基本計画計画計画計画のののの検証検証検証検証のののの実施等実施等実施等実施等    
①①①①    振興計画振興計画振興計画振興計画におけるにおけるにおけるにおける政策政策政策政策のののの検証検証検証検証    

振興計画の最終年度に、政策目標の達成 

度や施策の検証結果、市民アンケート調査 

結果等による市民満足度、社会経済指標、 

調査統計資料等から分析・検証を行い、基 

本理念である「人とまち みんなで創る 国際 

文化都市」や振興計画 10 年間における政策 

の達成状況等について検証します。 

担当：政策調整課 

 

②②②②    後期基本計画後期基本計画後期基本計画後期基本計画におけるにおけるにおけるにおける施策施策施策施策のののの検証検証検証検証    

成果志向型の検証を推進するという観点    

から、後期基本計画において設定された関 

係指標に基づき、実施計画の実績、効果、 

有効性及び外部有識者等の意見を踏まえたうえで、89 施策の目標達成状況や施策展開の方向性、対象・目的の妥

当性に関する検証を実施し、次年度以降の行政活動に反映させます。 

担当：政策調整課 

③③③③    外部有識者等外部有識者等外部有識者等外部有識者等によるによるによるによる検証検証検証検証のののの実施実施実施実施    

施策及び政策の検証にあたり、客観性の確保及び市民視点での検証という観点から、外部有識者等による検証

を実施し、検証結果や意見・提言については行政経営会議等において協議するとともに、実施計画や施策・事業展

開とに反映させます。 

担当：政策調整課/財政課 

④④④④    市民市民市民市民アンケートアンケートアンケートアンケート調査等調査等調査等調査等のののの実施実施実施実施    

政策・施策における関係指標の達成状況 

や市民満足度を把握するため、後期基本計 

画最終年の前年に市民アンケート調査を実 

施します。また公共施設における利用者サー 

ビスの向上を図る観点から、指定管理者制 

度導入施設におけるモニタリングや窓口サー 

ビスアンケート調査を実施するなど、行政サー 

ビスの質の向上に努めます。 

担当：総務課/政策調整課/財政課 

 

    

⑵⑵⑵⑵    振興計画振興計画振興計画振興計画とととと財政財政財政財政・・・・予算予算予算予算のののの連携強化連携強化連携強化連携強化    
①①①①    検証結果等検証結果等検証結果等検証結果等のののの財政財政財政財政・・・・予算編成予算編成予算編成予算編成へのへのへのへの活用活用活用活用    

振興計画に掲げる目標達成や後期基本計 

画における重点プランを推進して行くため、予 

算編成は最も重要な要素の一つです。このこ 

とから、後期基本計画の検証結果等を予算 

編成に活用します。 

担当：財政課 

②②②②    財務書類等財務書類等財務書類等財務書類等のののの公表公表公表公表    

市の資産や負債、費用、財源等の財務状 

況に関する財務書類を作成・活用するととも 

に、市の予算や財政状況とともに、市民にわかりやすい説明や公表を行います。 

担当：財政課 

○○○○検証検証検証検証のののの実施等実施等実施等実施等についてについてについてについて    

年度 実施内容 

H25 
後期基本計画の施策の検証、 

外部有識者等による施策の検証 

H26 
後期基本計画の施策の検証、 

外部有識者等による施策の検証 

H27 
後期基本計画の施策の検証、 

外部有識者等による施策の検証 

H28 
後期基本計画の施策の検証、 

外部有識者等による施策の検証 

H29 
後期基本計画の施策及び政策の検証、 

外部有識者等による施策及び政策の検証 

○○○○市民市民市民市民アンケートアンケートアンケートアンケート調査等調査等調査等調査等についてについてについてについて    

年度 実施内容 

H25 指定管理者制度導入施設のモニタリング調査 

H26 
窓口サービスアンケート調査、 

指定管理者制度導入施設のモニタリング調査 

H27 指定管理者制度導入施設のモニタリング調査 

H28 
市民アンケート調査、窓口サービスアンケート調査 

指定管理者制度導入施設のモニタリング調査 

H29 指定管理者制度導入施設のモニタリング調査 

○○○○検証結果検証結果検証結果検証結果等等等等のののの予算予算予算予算へのへのへのへの活用活用活用活用についてについてについてについて    

年度 実施内容 

H25 検証結果等の予算編成への活用、財務書類等の公表 

H26 検証結果等の予算編成への活用、財務書類等の公表 

H27 検証結果等の予算編成への活用、財務書類等の公表 

H28 検証結果等の予算編成への活用、財務書類等の公表 

H29 検証結果等の予算編成への活用、財務書類等の公表 



 

 

pg. 2 
 

第 2 次三沢市行政経営推進プラン 取組項目                                           
    

⑶⑶⑶⑶    重点重点重点重点プランのプランのプランのプランの推進推進推進推進    
①①①①    重点重点重点重点プランプランプランプラン推進推進推進推進    

後期基本計画では、基本理念達成に向け 

て、「未来を拓く人づくり」「人が行き交う街づく 

り」「心安らぐ生活づくり」の３つで構成される重 

点プランを定めています。重点プランを推進 

するためには、重要度や緊急度が高い施策 

について、予算や人員などの経営資源を重 

点的に配分し、財政・人事と連携し、重点プ 

ランの目標達成に向けて、効果的に施策・事 

業等を展開していきます。 

担当：政策調整課  

 

２２２２    組織組織組織組織マネジメントのマネジメントのマネジメントのマネジメントの強化強化強化強化    
⑴⑴⑴⑴    行政経営会議行政経営会議行政経営会議行政経営会議のののの強化強化強化強化    

①①①①    トップマネジメントによるトップマネジメントによるトップマネジメントによるトップマネジメントによる優先事業等優先事業等優先事業等優先事業等のののの推進推進推進推進    

限られた経営資源の中で、重点プランを含 

め後期基本計画を推進していくためには、経 

営的な視点で効率的・効果的な行政運営が 

必須です。このことから、市長、副市長、教育 

長、各部長等から構成される最高の意思決 

定機関である行政経営会議において、分野 

横断的、重点的に政策を進めるために、優先 

施策・事業等の戦略化や重点化を図ります。 

 

  ※ 行政経営会議の審議事項等 

振興計画に関する事項、財政運営計画 

及び予算編成方針に関する事項、重要施 

策及び重要事業の計画等に関する事項、組織、人事、財務等の基幹的制度の制定改廃に関する事項、行財政の

経営改革及び行政評価に関する事項、前各号に掲げるもののほか、行政経営上市長が必要と認めた事項 

担当：政策調整課 

②②②②    部局長部局長部局長部局長のマネジメントのマネジメントのマネジメントのマネジメント機能強化機能強化機能強化機能強化    

重点プランをはじめ、後期基本計画を推進するためには、行政課題等に迅速かつ適切に対応していかなければなり 

ません。このことから、後期基本計画の検証結果や行政経営会議における決定事項等を踏まえ、担当部局の権限と

責任のもと、予算編成や行政課題への対応等を行います。 

担当：政策調整課 

 

⑵⑵⑵⑵    振興計画振興計画振興計画振興計画とととと連動連動連動連動したしたしたした人事評価及人事評価及人事評価及人事評価及びびびび組織編成組織編成組織編成組織編成    
①①①①    振興計画振興計画振興計画振興計画とととと連動連動連動連動したしたしたした人事評価制度人事評価制度人事評価制度人事評価制度のののの実施実施実施実施    

振興計画に掲げる目標を達成するために 

は、職員が組織目標を共有し、個々の能力を 

職務に反映させ、高い組織力で一丸となった 

取組みが必要です。このことから、これまで試 

行的に実施してきた人事評価制度を本格実 

施させ、組織力の向上を図るとともに、職員の 

意欲や能力を引き出し、公務の能率を向上さ 

せていくため、自己申告による職務希望申告 

制度を実施します。 

担当：総務課 

 

○○○○重点重点重点重点プランのプランのプランのプランの推進推進推進推進についてについてについてについて    

年度 実施内容 

H25 重点プラン実施項目策定及び周知・推進 

H26 重点プランの周知・推進 

H27 重点プランの周知・推進 

H28 重点プランの周知・推進 

H29 重点プランの周知・推進及び検証 

○○○○行政経営会議行政経営会議行政経営会議行政経営会議のののの強化等強化等強化等強化等についてについてについてについて    

年度 実施内容 

H25 
行政経営会議における施策の検証 

行政経営会議における審議の強化及び審議結果の周知 

H26 
行政経営会議における施策の検証 

行政経営会議における審議の強化及び審議結果の周知 

H27 
行政経営会議における施策の検証 

行政経営会議における審議の強化及び審議結果の周知 

H28 
行政経営会議における施策の検証 

行政経営会議における審議の強化及び審議結果の周知 

H29 
行政経営会議における施策及び政策の検証 

行政経営会議における審議の強化及び審議結果の周知 

○○○○人事評価制度人事評価制度人事評価制度人事評価制度のののの実施等実施等実施等実施等についてについてについてについて    

年度 実施内容 

H25 
人事評価制度及び自己申告制度の実施、 

検証結果等の組織編成への活用 

H26 
人事評価制度及び自己申告制度の実施、 

検証結果等の組織編成への活用 

H27 
人事評価制度及び自己申告制度の実施、 

検証結果等の組織編成への活用 

H28 
人事評価制度及び自己申告制度の実施、 

検証結果等の組織編成への活用 

H29 
人事評価制度及び自己申告制度の実施、 

検証結果等の組織編成への活用 
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②②②②    検証結果等検証結果等検証結果等検証結果等をををを活用活用活用活用したしたしたした組織編成組織編成組織編成組織編成    

職員数が減少していく中で、多様化する市 

民ニーズ等に対応していくためには、組織・人事体制を強化することが非常に重要になります。このことから、後期基本 

計画進捗状況や検証結果を基に、重点プランや社会情勢の変化に即応できる組織編成を行います。 

担当：総務課 

 

③③③③    市民市民市民市民やややや地域地域地域地域のためにのためにのためにのために最大限能力最大限能力最大限能力最大限能力をををを発揮発揮発揮発揮でででで    

きるきるきるきる人材人材人材人材のののの育成育成育成育成    

行政課題を解決し、市民視点による協働 

のまちづくりを推進するためには、職員の視野 

の拡大や専門的な知識・技術の習得が求め 

られており、市民や地域のために最大限能力 

を発揮できる職員を育成することが不可欠で 

す。そのため、庁内における職員研修の充実 

はもとより、国・県等との人事交流や研修専門 

機関への派遣などにより、職員の意欲と能力 

向上を図ります。また、庁内 LAN システムを 

活用し、専門的・先進的な行政手法等の共 

有や意識改革を図ります。 

担当：総務課 

 

３３３３    地域協働地域協働地域協働地域協働とととと市民参画市民参画市民参画市民参画のののの推進推進推進推進    
⑴⑴⑴⑴    まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり活動等活動等活動等活動等へのへのへのへの支援支援支援支援のののの充実充実充実充実    

①①①①    市民提案事業等市民提案事業等市民提案事業等市民提案事業等のののの推進推進推進推進    

これまでの行政主導ではなく、市民主体の 

自治の実現を目指し、市民活動団体をはじめ 

多様な主体の地域活性化やまちづくり活動を 

サポートするため、市民提案事業の充実を図 

ります。 

担当：広報広聴課 

 

②②②②    地域地域地域地域リーダー・リーダー・リーダー・リーダー・人材育成人材育成人材育成人材育成のののの推進推進推進推進 

協働によるまちづくりや市民主体の自治を 

実現していくためには、それぞれの地域で中 

核的な役割を担う人材の育成が重要となりま 

す。このことから、市民そして職員の両方を対 

象に、人材の育成・強化を図るため、講演会 

や研修、セミナー等を開催します。 

担当：広報広聴課 

 

○○○○職員研修職員研修職員研修職員研修のののの実施等実施等実施等実施等についてについてについてについて    

年度 実施内容 

H25 
職員研修の実施、研修専門機関・自主勉強会への派遣 

人事交流及び実務研修の実施、改革改善活動の推進 

H26 
職員研修の実施、研修専門機関・自主勉強会への派遣 

人事交流及び実務研修の実施、改革改善活動の推進 

H27 
職員研修の実施、研修専門機関・自主勉強会への派遣 

人事交流及び実務研修の実施、改革改善活動の推進 

H28 
職員研修の実施、研修専門機関・自主勉強会への派遣 

人事交流及び実務研修の実施、改革改善活動の推進 

H29 
職員研修の実施、研修専門機関・自主勉強会への派遣 

人事交流及び実務研修の実施、改革改善活動の推進 

○○○○市民提案事業市民提案事業市民提案事業市民提案事業のののの推進等推進等推進等推進等についてについてについてについて    

年度 実施内容 

H25 
市民提案事業等まちづくり活動への支援 

講演会・研修、セミナー等の開催 

H26 
市民提案事業等まちづくり活動への支援 

講演会・研修、セミナー等の開催 

H27 
市民提案事業等まちづくり活動への支援 

講演会・研修、セミナー等の開催 

H28 
市民提案事業等まちづくり活動への支援 

講演会・研修、セミナー等の開催 

H29 
市民提案事業等まちづくり活動への支援 

講演会・研修、セミナー等の開催 
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⑵⑵⑵⑵    市民市民市民市民とととと行政行政行政行政のパのパのパのパートナーシップのートナーシップのートナーシップのートナーシップの強化強化強化強化    
①①①①    コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション機会機会機会機会のののの拡充拡充拡充拡充    

協働のまちづくりの推進には、市民と行政 

が共に「公共」を担う者としてコミュニケーショ 

ンを図り、様々な分野で活動する人たちがお 

互いに知恵を出し合い協力していかなければ 

なりません。このことから、意見・情報交換を 

行いより良いまちづくりへの意識を共有するこ 

とを目的として、タウンミーティング等を開催し 

ます。 

担当：政策調整課/広報広聴課 

 

②②②②    情報提供情報提供情報提供情報提供・・・・情報共有情報共有情報共有情報共有のののの推進推進推進推進    

市民と行政が共通の目標に向かい一体と 

なってまちづくりを進めるために、開かれた行 

政運営をこれまで以上に推進していくことが重 

要です。共通認識のもと協働によるまちづくり 

を推進するために、市民にとって重要・有効 

な情報を、広報みさわや市ホームページ、 

マックテレビ、情報メール等により積極的かつ 

迅速に提供します。 

担当：広報広聴課 

 

４４４４    行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革のののの推進推進推進推進    
⑴⑴⑴⑴    事務事業事務事業事務事業事務事業のののの再編整理再編整理再編整理再編整理    

①①①①    事業事業事業事業のののの見直見直見直見直しししし    

振興計画の進捗状況や検証結果等に基づ 

き、行政サービスの質的向上や維持を図りなが 

ら、効率的かつ効果的な行政運営が図られるよ 

う、事務事業の統廃合も含め、事業の見直し等を 

行います。 

②②②②    内部経費内部経費内部経費内部経費のののの見直見直見直見直しししし    

限られた財源・予算の中で、効率的な行政運営の推進にあたり、事務事業や業務内容について、随時その効果や 

手法を検証したうえで、行政サービスの内容を低下されることなく事務事業等に係る経費の節減・効率化を図ります。    

 

⑵⑵⑵⑵    民間委託民間委託民間委託民間委託等等等等のののの推進推進推進推進    
①①①①    指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする民間委託民間委託民間委託民間委託のののの    

推進推進推進推進    

公の施設の管理について、図書館や公民館・ 

公会堂、体育施設等多くの施設において指定管 

理者制度を導入し管理していますが、今後におい 

ても、施設の管理方法について、指定管理者制 

度の導入や更新について随時検討を行い、施設管理の効率化・適正化を図ります。 

②②②②    民間手法民間手法民間手法民間手法のののの活用活用活用活用    

主に行政が直接行ってきた公共サービスについて、民間事業者等の手法を導入し、また、その活力を活かすことに 

よる効率的・合理的な行政運営及びサービスの向上等を図ります。 

    

⑶⑶⑶⑶    総人件費総人件費総人件費総人件費のののの抑制抑制抑制抑制にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みみみみ    
①①①①    総人件費総人件費総人件費総人件費のののの抑制抑制抑制抑制にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みみみみ    

振興計画の進捗状況や事務事業の見直し、 

指定管理者制度、民間委託等を推進する中で、 

職員数や職員給与の適正化を図るなど、総人件 

費の抑制を図ります。 

○○○○コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション機会機会機会機会のののの拡充等拡充等拡充等拡充等についてについてについてについて    

年度 実施内容 

H25 

タウンミーティング等の開催、出前講座の推進、振興計画

の進捗状況等の公表、行政活動及び市政情報等の情報

提供 

H26 

タウンミーティング等の開催、出前講座の推進、振興計画

の進捗状況等の公表、行政活動及び市政情報等の情報

提供 

H27 

タウンミーティング等の開催、出前講座の推進、振興計画

の進捗状況等の公表、行政活動及び市政情報等の情報

提供 

H28 

タウンミーティング等の開催、出前講座の推進、振興計画

の進捗状況等の公表、行政活動及び市政情報等の情報

提供 

H29 

タウンミーティング等の開催、出前講座の推進、振興計画

の進捗状況等の公表、行政活動及び市政情報等の情報

提供 

○○○○事務事業事務事業事務事業事務事業のののの再編整理再編整理再編整理再編整理のののの主主主主なななな項目項目項目項目    

実施内容 

姉妹都市友好親善使節団の派遣内容の見直し 

長寿祝金支給対象年齢の見直し 

イベントの再編及びイベント補助の見直し 

設計図書・関係書類の電子媒体による資料配布   等 

○○○○民間委託等民間委託等民間委託等民間委託等のののの推進推進推進推進のののの主主主主なななな項目項目項目項目    

実施内容 

指定管理者制度の見直し（導入、更新等） 

中央保育所の民営化 

CATV 事業の民間委託推進   等 

○○○○民間委託等民間委託等民間委託等民間委託等のののの推進推進推進推進のののの主主主主なななな項目項目項目項目    

実施内容 

定員管理 

市長、副市長及び教育長の給与月額の引下げ   等 
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⑷⑷⑷⑷    歳入確保策歳入確保策歳入確保策歳入確保策のののの推進推進推進推進    
①①①①    税税税税のののの徴収強化徴収強化徴収強化徴収強化    

税収の確保及び納期内に納付された方との公 

平性を保つため、通常の徴収体制の強化はもと 

より、口座振替を推進するなど積極的な徴収対 

策を実施します。 

②②②②    受益者負担受益者負担受益者負担受益者負担のののの適正化適正化適正化適正化（（（（使用料使用料使用料使用料、、、、手数料手数料手数料手数料））））    

公共施設や公共サービスは、誰でも利用でき 

るものでありますが、公平・公正の視点に立ち、市 

民間の公平性の確保と市民サービスの向上とい 

う観点から、施設の運営方法及び使用料等の適 

正化を図ります。 

③③③③    未利用財産未利用財産未利用財産未利用財産のののの売払売払売払売払いいいい等等等等    

廃止となった教員住宅や活用していない土地・ 

建物などの未利用財産について、将来的な活用等について検討したうえで、処分も含めた利活用を推進します。 

④④④④    有料広告制度有料広告制度有料広告制度有料広告制度のののの推進推進推進推進    

財源を確保及び民間事業者等の事業活動を推進し、市民サービスの向上と地域経済の活性化を図ることを目的

に、広報みさわや市ホームページ、マックテレビ等の有料広告を継続するとともに、新たな広告収入の確保を推進しま

す。 

⑤⑤⑤⑤    刊行物刊行物刊行物刊行物のののの有料化有料化有料化有料化のののの推進推進推進推進    

市が作成・発行している刊行物等について、適正価格に関する検討や有料での販売等について検討します。 

 

⑥⑥⑥⑥    そのそのそのその他他他他のののの歳入確保策歳入確保策歳入確保策歳入確保策    

業務改善や事務事業の見直しを含め、安定的な自主財源の確保に向け新たな歳入確保策について、随時検 

討・実施します。 

 

⑸⑸⑸⑸    施設施設施設施設のののの維持費維持費維持費維持費のののの見直見直見直見直しししし    
①①①①    施設施設施設施設のののの統廃合統廃合統廃合統廃合    

公共施設の老朽化が進む中で、利用者のニー 

ズや使用状況等を踏まえたうえで、効率的・効果 

的な施設の管理運営が図られるよう、指定管理 

者制度を含む施設の管理運営と併せて、統廃合 

を含めた施設管理を検討・実施します。 

②②②②    各種委託内容各種委託内容各種委託内容各種委託内容のののの見直見直見直見直しししし    

公共施設における安全性や使いやすさを維持しつつ、施設管理に係る経費等の見直しを行います。 

③③③③    公共施設公共施設公共施設公共施設のののの管理管理管理管理・・・・改修方法改修方法改修方法改修方法のののの見直見直見直見直しししし    

施設の維持管理についての見直しを行う中で、中長期的な視点に立った計画的な管理・修繕に努めます。 

 

⑹⑹⑹⑹    補助金補助金補助金補助金のののの整理合理化等整理合理化等整理合理化等整理合理化等    
①①①①    各種補助金各種補助金各種補助金各種補助金のののの見直見直見直見直しししし    

各種補助金について、事業の内容や費用対効 

果に関する検証を進めるとともに、協働の推進に 

よる課題解決、事務事業の見直し等を行う中で、 

補助金に関する見直しを行います。 

②②②②    各種負担金各種負担金各種負担金各種負担金のののの見直見直見直見直しししし    

市が直接または広域で実施する事業等に関す 

る効果やメリットを検証し、公共事業等に係る負担金や広域的な 組織・事業等に参加する経費について、見直しを 

行います。 

 

    

※ 「4 行財政改革の推進」に関する取組項目の詳細や目標等については、「第 2 次三沢市行政経営推進プラン取

組項目一覧」に記載します。 

 

○○○○歳入確保策歳入確保策歳入確保策歳入確保策のののの推進推進推進推進のののの主主主主なななな項目項目項目項目    

実施内容 

口座振替登録促進 

道の駅みさわ・斗南藩記念観光村の料金体系の見直し 

水道料金、下水道使用料適正化の検討 

市有地の売却 

開発緑地の整理 

広報みさわ、バナー広告等の募集 

納税通知書用封筒の有料広告 

刊行物の有料化の推進 

償却資産申告の適正化推進 

公共下水道水洗化率の向上   等 

○○○○施設施設施設施設のののの維持費見直維持費見直維持費見直維持費見直しのしのしのしの主主主主なななな項目項目項目項目    

実施内容 

淋代小統廃合による教育水準の向上 

公園環境整備等業務委託料・清掃業務委託料の見直し 

公園光熱費５％削減 

団体活動センターの管理の検討   等 

○○○○補助金補助金補助金補助金のののの整理合理化等整理合理化等整理合理化等整理合理化等のののの主主主主なななな項目項目項目項目    

実施内容 

高齢者いこいの家運営事業の必要性の検討 

牛じゃがまつり見直し 

全国生活排水対策重点地域指定市町村連絡協議会の脱退等 

小川原湖広域観光協議会負担金見直し   等 


