
施策内容修正シート（別紙１）

１．方針名

２．方針の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

＊１ 市民協働推進センターとは、社会を構成するすべての領域での協働を推進し、より豊かな地域社会を創り上げ

ていくため、地域における課題の解決やライフスタイルの多様化に対応するためのさまざまな市民の活動の支援を行

うセンターのこと。

【イラスト】地域課題解決の概念図

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 市民活動推進課 関係課名

No.

協働型社会の構築６６

市民と行政が相互に理解・協力し合い、対等のパートナーとして、共通の課題や目標に向け

協力し、自立した協働のまちづくりを実現します。

社会の成熟に伴い、市民ニーズが多様化しており、行政の取組だけで市民ニーズを満たすこ

とが難しくなっています。そこで、今後は、社会全体で公共サービスを提供していくことが求

められています。

本市では、協働について、平成１９年８月に協働指針を策定し、拠点の整備を行うなど、協

働の推進に取り組んでいます。また、地域の人材を活用し、自立した市民の育成と新たな地域

コミュニティの形成に向けた支援をはじめ、協働の推進に向け、庁内の体制を整えているとこ

ろですが、市民意識調査では、市民と行政の協働の充実に対する満足度は１０．０％と低い水

準になっています。

本市では、協働について、平成２５年１月に協働指針を改定し、拠点の整備を行うなど、協

働の推進に取り組んでいます。

また、２７年度市民意識調査における『市民と行政の協働の充実』に対する満足度は23．８％

で、前回（10％）と比較すると大幅な増加となり、取組の成果が出てきています。

市民協働推進センター＊１の取組など、協働の推進に向けた情報を市民と共有することが求

められています。また、協働型社会の構築に向けた具体的な取組を実現するための制度の整備

が必要です。

さらに、地域課題を解決するための相談の場が分かりにくく、協働に関する情報提供が不足

しています。

そのほか、人と人をつなぐコーディネーターが充実していないなど地域課題解決を推進する

体制が十分ではありません。協働型社会の構築に向けては、より幅広い市民の参画が必要です。

主要課題
市民と行政が対等のパートナーとして協力し、自立した協働のまちづくり

を実現

課題解決の考え方 地域課題の認識と人と人とをつなぐ仕組みづくり

解決に向けた取組 ①相談しやすい環境づくり

課題解決の考え方 協働に関する情報不足への対応

解決に向けた取組 ②協働に関する情報の共有

６．取組内容

＊２ 中間支援組織とは、協働のパートナーを支援する組織のこと。

７．施策指標

課題解決の考え方 コーディネート役の育成による協働の活性化

解決に向けた取組 ③中間支援組織＊２の育成

課題解決の考え方 より幅広い市民の参画方法の検討

解決に向けた取組 ④新たな協働システムの構築・推進

① 相談しやすい環境づくり

地域において、市民協働推進センターが中心となって、協働事業をＰＲするとともに、市民

がいつでも相談できる体制をつくります。さらに、地域の人的資源を発掘し、市民同士をつな

ぐことで、新たな協働の担い手となる組織や自立した市民を育成し、よりよい地域コミュニテ

ィの形成を目指します。

② 協働に関する情報の共有

市民協働推進センターの取組や地域の課題について、広報紙や市ホームページなどを活用し、

市民との情報共有を図ります。

③ 中間支援組織＊２の育成

協働型社会の実現に向け具体的に取り組むため、地域に協働の取組を働きかけるコーディネ

ーターや中間的な支援を行う組織を育成します。

④ 新たな協働システムの構築・推進

市民から協働事業の提案を受けるなど、新たな協働システムを構築し、市民と行政の協働を

推進します。

指標名
現状値 目標値

備考
H2６ H32

市民と行政の協働が充

実しているに対し「満

足」「まあ満足」と回答

した割合（％）

23.8

（H27）
20.0 参考資料：市民意識調査

地域課題相談件数（件） 84 300

協働事業数（件） 97 120 参考資料：県ＮＰＯ活動推進課協働事業等調査



施策内容修正シート

１．方針名

２．方針の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【写真】市民参加による会議風景→※差し替え（会議風景＋ワークショップ）

５．課題解決の考え方と取組

６．取組内容

主担当課名 政策課 関係課名

No.

市民参加の推進６７

市民が市政に参加することにより、市民の知識・経験・創造性が生かされたまちづくりを実

現します。

本市では、平成１６年１月に市民参加条例を施行し、パブリック・コメントや審議会などの活

動を通じて、市政に対する市民参加の機会を増やし、市民の知識等を生かした行政運営を行って

います。また、市民参加推進会議においては、市民の視点から市民参加実施状況・実施予定の評

価を行うとともに、市民参加の更なる可能性を検証しています。

現在、市民政策提案手続や住民投票といった制度が十分に活用されていないことから、市民参

加推進会議において、その制度のあり方について検証し、市民に活用される制度となるよう見直

しを行っています。

市民参加条例の施行から１０年が経過し、市民参加制度は定着してきているが、より多くの市

民の参加を促すため、参加しやすい環境の整備、市民参加手法の選択の標準化など、運用面での

課題があることから、市民参加推進会議において、条例の改正も含め、運用のあり方の検証する

必要があります。

市民参加を行う市民が一部に限られるなど、市民参加の制度が広く市民に浸透しているとはい

えません。また、幅広い市民の参加を促すための工夫が求められています。

主要課題 市政への市民の持つ知識・経験・創造性の反映による住みやすいまちの実現

課題解決の考え方 制度利用を促進するための情報提供の改善

解決に向けた取組 市民参加の情報発信の充実

課題解決の考え方 市民ニーズにあった市民参加手法による市民参加の推進

解決に向けた取組 市民参加の機会の拡大

① 市民参加の情報発信の充実

市民参加制度及び市民参加の機会について、広報紙及び市ホームページなどさまざまな手法を

７．施策指標

＊１ 市民参加ｅ登録とは、本市が実施している市民参加の情報を希望する市民に定期的に送信するための登録制度

のこと。

活用し、情報発信の充実を図ります。

② 市民参加の機会拡大

職員が積極的に地域に出るなど、市民との交流を活発にするとともに、幅広い市民が参加しや

すい機会を提供し、市民参加を更に充実します。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

１事業当たりのパブリ

ック・コメント提出者数

（人）

4.6 10
指標説明：パブリック・コメントを提出した人数／パブリッ

ク・コメントの実施事業数

審議会などの公募の充

足率（％）
93.9 120 指標説明：公募応募人数／公募募集人数

市民参加ｅ登録※１の

登録者数（人）
145 300



施策内容修正シート

１．方針名

２．方針の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【図】友好都市の位置図

５．課題解決の考え方と取組

６．取組内容

主担当課名 政策課 関係課名

No.

さまざまな連携によるまちづくりの推進６８

関係自治体間の連携による行政運営の効率化と関係機関や友好都市などとの連携・交流を通

じ、活性化を図ります。

本市には、国の機関、研究機関や大手企業などが立地しています。この特色を生かし、各種

講座の講師や審議会への参加など行政運営への協力を得ています。また、近隣の教育機関と本

市は相互協力協定を結び、さまざまな分野において、専門的な見地からの助言や協力を得てい

ます。

国内友好都市である、長野県佐久市、栃木県那須烏山市や新潟県十日町市とは、防災協定の

締結をはじめ、文化やスポーツでの交流も行っています。

さらに、広域的な行政課題に対しては、関係自治体との連携を図り、効果的な解決に努めて

います。

平成２４年９月に、東松山市と防災協定を締結したことから、他の国内友好都市と同様に文

化やスポーツでの交流を図っています。

国の機関などとの更なる連携・交流が必要です。また、交通、情報通信手段の発達などから

生活圏が拡大しているため、広域的な視点と、地域が一体となった施策の展開が求められてい

ます。

主要課題
市内にある国の機関などや大学、友好都市との連携・交流による市の活性

化

課題解決の考え方 市内にある外部研究機関などとの関係強化と交流促進

解決に向けた取組

①国の機関などとの連携の強化

②友好都市との交流の促進

③広域行政の推進

① 国の機関などとの連携の強化

７．施策指標

市の抱えるさまざまな課題の解決に向け、市内に立地する国の機関や教育機関などとの連携

を強化します。

また、基地対策などの行政課題について、国や県に対する要請を行い、市民の安全安心の確

保に努めます。

② 友好都市との交流の促進

広報紙や市ホームページなどを活用することで、友好都市の情報を適切に市民に周知しま

す。

また、市民が行う交流に向けた取組の活性化を支援します。

③ 広域行政の推進

広域的な行政課題に対応するため、関係自治体と協力し、その解決に取り組みます。

指標名
現状値 目標値

備考
H2６ H32

地元の企業や公共研究

機関との交流にかかわ

ったことがある人の割

合（％）

11.7

（H27)
30.0 参考資料：市民意識調査

友好都市との交流事業

数
14 17



施策内容修正シート

１．方針名

２．方針の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【図】ＰＤＣＡサイクル

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 政策課 関係課名

No.

計画的な行政経営６９

マネジメントシステムに基づいた行政経営を行うことにより、社会経済環境の変化や複雑

化・多様化する市民ニーズに迅速かつ的確に対応します。

本市では、平成１３年度から行政評価を導入し「PLAN（計画）」－「DO（実施）」－「CHECK
（評価）」－「ACTION（改善）」のマネジメントシステムによる行政経営を推進しています。
目標と成果、優先順位を明確にした戦略的な行政経営を目指して、組織の目標（方針）の作

成、成果の視点による行政評価の取組を通じて、施策や事務事業の見直しや改善を図り、実施

計画を策定し、計画行政を進めています。

また、行政評価を前総合振興計画の進行管理にも積極的に活用し、平成１８年度に設置した

市民などによる和光市総合振興計画施策推進会議において、目標の達成度を確認するなど、計

画的な行政経営の着実な実現に努めています

計画期間の中間年を迎え、行政評価の取組や外部評価の方法についてわかりやすく効果的な

仕組みについて、検討することが求められています。

総合振興計画に基づき効率的で効果的な行政経営の実現に向けて継続的な努力が求められて

います。

特に、行政評価については、総合振興計画の達成度を確認するための手法であると同時に、

外部の視点を取り入れることができる仕組みであり、効率的かつ効果的な運用が求められてい

ます。

主要課題 戦略的な行政経営を行い、複雑化、多様化する市民ニーズに的確に対応

課題解決の考え方 マネジメントシステムの定着と質の向上

解決に向けた取組 ①マネジメントシステムを徹底した行政経営

課題解決の考え方 総合振興計画の達成度を図るための行政評価の活用

解決に向けた取組 ②行政評価の制度の充実

６．取組内容

７．施策指標

課題解決の考え方 市民ニーズに合った施策の推進

解決に向けた取組 ③優先度を明確にした施策・事業の実施

① マネジメントシステムを徹底した行政経営

各施策の目標を数値で明確に示した総合振興計画に基づき、マネジメントシステムを継続的

に行うことにより、事業を評価し、次の改善に結びつけることで、計画的で効果的な行政経営

を進めます。

② 行政評価の制度の充実

行政経営の適正化と行政サービスの質の向上を目指して、行政評価制度の見直しを適宜行い

ます。また、本市の行政経営を更に進めていくために、市民及び専門性を有する者などによる

外部評価制度を充実し、行政評価制度を総合振興計画の進行管理に積極的に活用していきます。

③ 優先度を明確にした施策・事業の実施

事業の目的を明確にした上で、行政評価制度などを活用して、事業の必要性や有効性を検証

し、さらに、需要予測の精度を高めることによって、施策・事務事業の優先度を明確にしてい

きます。

指標名
現状値 目標値

備考
H2６ H32

総合振興計画の目標値

の達成度（％）
30.2 100

指標説明：総合振興計画に位置づけられている施策指標の

うち、目標を達成している施策指標の割合



施策内容修正シート

１．方針名

２．方針の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【イラスト】効率化・適正化

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 政策課 関係課名 職員課・戸籍住民課

No.

効果的・効率的な行政サービスの提供７０

限られた経営資源を有効に活用し、市民の期待に応える行政サービスの提供を目指します。

本市では、行政サービスの質の向上を目指して、外部委託を積極的に進めています。

また、指定管理者制度についても、平成２２年４月１日現在、２４の公共施設において導入

しています。

さらに、行政改革大綱、集中改革プランや定員適正化計画に基づき、行政経営の効率化を計

画的に進めています。

平成２７年４月１日現在、指定管理者制度導入施設は、２５施設です。

平成２３年度に策定した行政改革推進計画、平成２６年度に策定した職員定員管理計画に基

づき、行政経営の効率化を計画的に進めています。

厳しい経済情勢の影響から、行政サービスに対して、これまで以上に費用対効果などの検証

が求められています。また、多様化する市民ニーズや社会環境の変化に柔軟に対応していくた

め、民間手法の長所を積極的に取り入れていくことや、サービスの担い手である人材の確保が

求められています。

主要課題 限られた経営資源を有効に活用した行政サービスの提供

課題解決の考え方 市民ニーズへの組織的な対応によるサービスの向上

解決に向けた取組 ①簡素で効率的な組織づくり

課題解決の考え方 費用対効果を考えた民間事業者の活用

解決に向けた取組 ②民間の積極的な活用

課題解決の考え方 市民目線に立った行政サービス

解決に向けた取組 ③利用者の視点に立った窓口サービスの向上

課題解決の考え方
多様化する市民ニーズに機動的に対応できる能力と意欲を持った人材の確

保

解決に向けた取組 ④多様な人材の確保

６．取組内容

７．施策指標

課題解決の考え方 行政サービスの更なる効率化

解決に向けた取組 ⑤新たな行政改革の推進

① 簡素で効率的な組織づくり

変化する市民ニーズに対応するため、分かりやすく効率的な組織編成を行います。

② 民間の積極的な活用

指定管理者制度や PFI などの活用により、民間事業者の知識や技術などを取り入れ、行政サ

ービスの質と効率性の向上を図ります。

③ 利用者の視点に立った窓口サービスの向上

開庁日、開庁時間、本庁と出張所の役割などの見直しを行うとともに、窓口サービスの外部

化の検討など、利用者の視点に立った窓口サービスの向上に努めます。

④ 多様な人材の確保

高度で多様化する市民ニーズに機動的に対応するため、専門性に富んだ民間人の登用や柔軟

な任用形態を活用し、能力と意欲を持った優れた人材を確保します。

⑤ 新たな行政改革の推進

行政改革の具体的な取組を定める行政改革推進計画に基づき、新たな行政改革に取り組み、

市民サービスの更なる効率化を図ります。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

行政改革取組事項の達

成度（％）
83.3 100

指標説明：行政改革推進計画に位置づけられている全取組

事項のうち、目標を達成している取組事項の割

合

行政改革に対する満足

度（％）
27.4 47.4 参考資料：市民意識調査



施策内容修正シート（別紙１）

１．方針名

２．方針の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

＊１ 自主財源とは、地方公共団体が自主的に収入しうる財源で、市税、分担金・負担金、使用料、寄付金などのこ

と。

【グラフ】経常収支比率の推移

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 財政課 関係課名 総務課・課税課・収納課

No.

持続可能な財政運営７１

多様化する市民ニーズに柔軟に対応していくため、中長期的な展望に立った計画的な財政運

営を行い、将来世代に過度な負担を残さないようにします。

本市では、市民ニーズを的確かつ迅速に予算に反映させるため、平成２０年度から予算編成

に係る諸権限の一部を各部局に委譲する包括予算制度を導入し、経常的事業については、各部

局長の責任に基づいて、予算編成を行っています。

本市の財政状況は、他団体と比較して、健全性は高い水準を維持していますが、経常収支比

率が上昇傾向にあり、今後は、財政構造の硬直化が懸念されます。

本市では、総合計画に基づく施策・方針を計画的に推進するとともに、市民ニーズを的確か

つ迅速に予算に反映させるため、実施計画と連動した予算編成を行っています。

健全な財政運営を確保するため策定した「和光市健全な財政運営に関する条例」が、平成２

５年４月から施行されています。

限られた財源の中で市民ニーズに的確に対応するため、中長期的な財政運営の視点からの予

算編成が求められています。また、自主財源＊１を確保するための対策が求められています。

さらに、財政運営の透明性・公平性の確保のための入札制度の見直しが求められています。

主要課題
財政構造の硬直化や将来世代への負担を考慮した中長期の視点になった財

政運営

課題解決の考え方 経常的事業の予算調整に関する各部局の責任の明確化

解決に向けた取組 ①予算編成過程の公表

課題解決の考え方 中長期的視野に立った財政運営

解決に向けた取組 ②中長期財政計画の策定

課題解決の考え方 財政の健全性の維持

解決に向けた取組 ③和光市健全な財政運営に関する条例の運用

解決に向けた取組 ④新地方公会計制度の利活用

６．取組内容

７．施策指標

課題解決の考え方 入札制度の改善

解決に向けた取組 ⑤入札制度の改革

① 予算編成過程の公表

財政運営の透明性を向上させ、市民ニーズに対応した予算制度を目指し、予算編成過程を市

民に公表して、説明責任を果たします。

② 中長期財政計画の策定

将来世代の負担に配慮した市債の発行など中長期的な視野に立った計画的な財政運営を実現

するため、財政推計に基づいた中長期財政計画を策定します。

③ 和光市健全な財政運営に関する条例の運用

財政の健全性を維持するため、必要な指標や規制を定めた和光市健全な財政運営に関する条

例を適正に運用します。また、自主財源の確保については、適正かつ公平な賦課及び収納率の

更なる向上を図ります。

④ 新地方公会計制度の利活用

固定資産台帳及び統一的な基準による財務書類を作成し、財政の健全性の維持や公共施設等

のマネジメントに活用します。

⑤ 入札制度の改革

社会情勢に適応した入札制度の見直しにより、公平性・透明性・競争性の高い入札業務を行

い、契約内容の適正な履行及び質の向上に加え、その担い手の育成を図ります。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

経常収支比率（％） 88.5 80.0 指標説明：経常的支出／経常的収入

人口一人当たりの市債

現在高（円）
193,447 190,000

指標説明：一般会計の市債年度末現在高／年度末住民基

本台帳人口

実質公債費比率（％） 2.8 3.0 指標説明：実質的公債費／標準財政規模など



施策内容修正シート（別紙１）

１．方針名

２．方針の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【グラフ】職員＊１一人当たりの人口の比較（Ｈ２６．４．1時点）

＊１ 職員とは、普通会計に属する職員をいう。

＊２ 人口は、平成２６年１月１日現在の住民基本台帳人口とする。

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 職員課 関係課名

No.

市民の期待に応える職員の育成７２

職員一人ひとりが高い職務意識を持ち、組織としての総合力を高めていくことで、市民の期待

に応え、質の高い行政サービスを提供していきます。

本市は、質の高い行政サービスを市民に提供するため、平成１７年１２月に人材育成基本方針

を策定しています。この方針に基づき、職員の育成に努めるとともに、適材適所の職員配置や職

員評価制度などにより、職員の持つ資質や個性にあった人事管理に努めています。

今後も、地方分権の進展や社会経済情勢の変化、市民ニーズの多様化にも的確に対応していく

ために、行政サービスの担い手となる職員の能力開発と意識改革を図っています。

平成２８年４月から、人事評価制度に関する規定を盛り込んだ地方公務員法の改正案の施行が

見込まれています。その改正内容は、地方公務員も国家公務員と同様に、職員がその職務を遂行

するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる人事評価制度を導入し、これ

を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするとされています。人事評価制度は職員の職務

行動の改善や能力開発につなげるものであり、今後も人材育成のツールとして活用していきま

す。

市民ニーズの多様化や社会経済情勢の変化に対応していくためには、行政サービスの担い手と

なる職員一人ひとりの能力の向上が必要です。また、職員がその職務を遂行するに当たり発揮し

た能力及び挙げた業績を公平に把握した上で行われる職員評価制度を適正に運用していくこと

が必要となります。さらに、職員が心身ともに健康で能力を十分に発揮できるよう、職員の健康

管理体制の充実が求められています。

主要課題 行政サービスの担い手としての職員の能力向上

課題解決の考え方 職員の能力開発

解決に向けた取組 ①職員能力の向上

課題解決の考え方 職能に応じた適材適所の人員配置

６．取組内容

＊３ メンタルヘルスとは、心の健康のこと。

７．施策指標

解決に向けた取組 ②適正かつ効果的な人事制度の確立

課題解決の考え方 能力を発揮するための健康管理体制の充実

解決に向けた取組 ③職員の心身の健康の維持増進

① 職員能力の向上

人材育成基本方針に基づき、職員の知識・能力などを向上させるため、効率的で効果的な研修を

行うとともに、職員自らが自己啓発意欲を持ち続けるよう育成します。

② 適正かつ効果的な人事制度の確立

適材適所の職員配置、職員の意欲、能力、実績が適正に反映できる人事制度を整備します。また、

職員評価制度の更なる精度の向上を図ります。

③ 職員の心身の健康の維持増進

労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の実施、メンタルヘルス＊３への適切な対応など職員の

健康管理に努めます。

指標名
現状値 目標値

備考H26 H32

研修の職務活用度（点） 3.7 3.5
指標説明：受講者の４点満点評価の平均階層別・専門研修の職

務活用度

職務満足度（点） 3.6 4.0 指標説明：職員の５点満点評価の平均



施策内容修正シート（別紙１）

１．方針名

２．方針の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【写真】市庁舎

５．課題解決の考え方と取組

６．取組内容

＊１ ファシリティマネジメントとは、保有資産（施設建物）の運用について、現状を認識し中長期的視野と計画性

を持って取り組み、かつ、最適化を検討していく一連の活動のこと。

主担当課名 総務課 関係課名

No.

市有施設の適切な保全７３

市有施設の利用における市民の安全と安心を確保するとともに、ライフサイクルコストの低

減を目指します。

市有施設の耐震化については、既存建築物耐震改修促進計画に基づき、平成２７年度までに

耐震化を完了させることを目標としており、現在の耐震化率は９２％（学校を除く）となって

います。

また、築３０年を迎える市有施設も多く存在しているため、公共施設保全計画に従い、施設

の老朽化対策をはじめ、施設の維持・保全の優先順位付けを行い、計画的な整備を進めていま

す。

市有施設の耐震化については、既存建築物耐震改修促進計画に基づき、平成３２年度までに

耐震化を完了させることを目標としており、現在の耐震化率は９６.８％となっています。

また、築３０年を超える市有施設も多く存在しているため、学校及びインフラ施設も含めた

公共施設等総合管理計画を策定し、現有の施設の総合的かつ計画的な管理を推進します。

厳しい財政状況の中で、市有施設の老朽化対策のための費用の捻出や、耐震未改修施設の今

後の利用形態の検討を含め、計画的な施設整備が必要です。

主要課題 施設の長寿命化の促進とライフサイクルコストの低減

課題解決の考え方 施設全体の優先順位付けと計画的な施設整備の実施

解決に向けた取組
①計画的な耐震改修の実施

②適切な施設保全

① 計画的な耐震改修の実施

既存未改修施設について、今後の活用を総合的に検討した上で計画的に耐震改修を進めます。

② 適切な施設保全

市民サービスの拠点となる市有施設について、利用者の安全確保と長期的な財政運営のバラ

ンスを考えたファシリティマネジメント＊１によって、施設の維持・保全を行います。

７．施策指標

指標名
現状値 目標値

備考H2６ H32

市有施設（学校を除く）

の耐震化率（％）
96.8 100

指標説明：耐震化された市有施設数（学校を除く）／全市

有施設数（学校を除く）

参考資料：既存建築物耐震改修促進計画



施策内容修正シート（別紙１）

１．方針名

２．方針の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

＊１ 記者クラブとは、官公庁などで取材活動する各社の記者で組織した団体、またその詰め所のこと。

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【写真】広報紙「広報わこう」

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 秘書広報課 関係課名 議事課

No.

積極的な広報活動と情報共有化の推進７４

市民が市の情報について知ることができ、情報の共有化が図れるようにします。

本市では、行政情報を広く市民に知ってもらうため、平成１９年度から広報紙を全世帯に配

布しています。市民意識調査でも、９０．６％の市民が「広報紙を読んでいる、たまに読んで

いる」と回答しており、広報紙は、市の情報提供の中心となっています。

また、市ホームページや広報掲示板を活用して、行政情報を市民に周知しています。特に、

広報掲示板については、行政情報のほか、市民による情報提供手段としても利用されています。

そのほか、記者クラブ＊１などを通して報道機関への情報提供を行っています。

最新の市民意識調査でも、８８．１％の市民が「広報紙を読んでいる、たまに読んでいる」

と回答しており、依然、行政情報収集について広報紙の利用の高さがうかがえます。

また、ＴｗｉｔｔｅｒやＹｏｕＴｕｂｅによる情報提供、更には、スマートフォン用のアプ

リケーション「ｉ広報紙」を導入し、いつでもどこでも広報紙が読めるようにしています。

多くの市民と情報の共有を図るため、年代や生活形態に合わせた、多様な情報提供の方法が

求めらています。また、提供する情報の内容を充実させることや報道機関などの媒体を活用し

た積極的な情報発信が求められています。

主要課題 市の情報の共有化

課題解決の考え方 あらゆるメディアや市民と接する機会を活用した情報提供

解決に向けた取組 ①各種媒体による情報提供

課題解決の考え方 即応性を重視した情報発信

解決に向けた取組 ②積極的な情報発信

６．取組内容

７．施策指標

① 各種媒体による情報提供

あらゆる年代や生活形態の市民への情報提供を行うため、広報紙、市ホームページ、Ｔｗｉ

ｔｔｅｒ、ＹｏｕＴｕｂｅなどのほか、新聞やテレビなどさまざまな媒体を活用した広報を行

い、必要なときに市民が情報を手に入れられるようにします。

② 積極的な情報発信

すべての職員が市の広報担当であるという意識を持ち、情報提供の内容の充実を図り、積極

的に情報発信を行います。

指標名
現状値 目標値

備考
H２６ H32

ホームページアクセス

数（１箇月平均回数）
323,588 375,000 指標説明：１箇月にホームページを閲覧した回数

広報紙をよく読んでい

る、たまに読んでいると

回答した人の割合（％）

- 95.0 参考資料：市民意識調査



施策内容修正シート（別紙１）

１．方針名

２．方針の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【グラフ】電子申請件数の推移

５．課題解決の考え方と取組

６．取組内容

主担当課名 情報推進課 関係課名

No.

電子市役所の推進７５

情報通信技術を活用し、事務処理を効率化することで、市民に対し、質の高い行政サービスを提供

します。

平成１５年に策定した電子市役所推進計画に基づいて、住民基本台帳ネットワークの整備や電子申

請、電子入札、施設予約、図書予約などを市ホームページで行うことができるシステムを導入してい

ます。

また、個人情報を取り扱うため、セキュリティ対策ソフトの導入や個人情報へのアクセス権限の管

理を徹底し、個人情報の保護に努めています。

平成２７年１０月からマイナンバー（社会保障・税番号）が付番、平成２８年１月からマイナンバ

ーカードを交付され、社会保障・税・災害対策の手続でマイナンバーの利用が開始されます。

制度の導入による市民への利便性の向上、行政の効率化に資する効果を捉え、更なる利便性を考慮

した電子サービスの拡充に努めます。

情報技術の急速な進歩に対応し、本市が保有する個人情報や行政情報を保護するために、セキュリ

ティ対策の強化が必要です。また、電子サービスの拡大とともに、使いやすさの改善が求められてい

ます。

主要課題 行政手続などの電子化による市民サービスの向上と市有情報資産の安全性の確保

課題解決の考え方 手続の電子化に伴う個人情報の保護と技術的対応

解決に向けた取組 ①セキュリティの強化と情報技術への対応

課題解決の考え方 利用者の利便性を考慮した電子化手続の拡大と簡素化

解決に向けた取組 ②システムの利便性の向上

① セキュリティの強化と情報技術への対応

本市が保有する個人情報や行政情報を保護するため、セキュリティ対策の強化を図るとともに、進

歩する情報技術への対応を図ります。

７．施策指標

② システムの利便性の向上

使いやすい電子サービスを目指して、システム上の本人確認の簡素化、添付書類などの簡略化を進

めます。また、文書管理などについてもシステム化による効率化を図ります。

指標名
現状値 目標値

備考
H2６ H32

電子申請件数（件） 859 2,000

情報セキュリティ研

修受講率（％）
66.7 100 指標説明：研修受講職員数／研修受講対象職員数



施策内容修正シート

１．方針名

２．方針の目的

＊１ 情報公開制度とは、市の職員が作成、又は取得した文書の開示に係る手続きを定めたもの。

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【グラフ】情報公開請求件数の推移

５．課題解決の考え方と取組

６．取組内容

主担当課名 情報推進課 関係課名

No.

情報公開制度の利用の推進７６

情報公開制度＊１を周知、推進することで市民に対する説明責任を果たし、公正で開かれた

行政を実現します。

平成１３年４月に情報公開制度が開始され、平成２１年度は年間５１件の情報公開請求が行

われています。

また、開示請求を受けた文書については、開示の可否を迅速に判断するように努めています。

情報公開制度については、開かれた行政であるほど、公文書の開示請求件数が減少すると考

えられます。制度の周知に併せて、行政の透明化を推進しています。

情報公開制度の目的を市民に理解してもらうため、制度の更なる周知が必要です。

また、市民が利用しやすいものとするため、情報公開請求に対する対応の迅速化を図る必要

があります。さらに、公開請求された公文書の個人情報については適切に取り扱うことが求め

られています。

主要課題 市政情報の積極的な開示と個人情報に関する適切な対応

課題解決の考え方 情報公開制度に関する認知度の向上

解決に向けた取組 ①情報公開制度の周知

課題解決の考え方 情報公開請求に対する行政情報の適正な管理と迅速な開示手続の実現

解決に向けた取組 ②情報公開請求に対する決定の迅速化

課題解決の考え方 情報公開制度と個人情報保護とのバランス確保

解決に向けた取組 ③個人情報の保護

① 情報公開制度の周知

情報公開制度について、広報紙や市ホームページなどを通じて積極的に周知し、制度の認知

７．施策指標

度を高めます。

② 情報公開請求に対する決定の迅速化

情報公開請求を受けた際に迅速な決定・通知を行います。

③ 個人情報の保護

個人情報が掲載されている文書の取扱いについて、個人情報の保護に努めます。

指標名
現状値 目標値

備考
H2６ H32

情報公開請求件数（件） 41 30 指標説明：公文書の開示の請求件数



施策内容修正シート（別紙１）

１．方針名

２．方針の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【写真】市長への手紙

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 秘書広報課 関係課名 市民活動推進課

No.

広聴活動の推進７７

市政に対する市民の意向や提言などを収集・分析して、市民ニーズに対応した行政運営を行い

ます。

広聴活動については、市長への手紙やどこでも市長室など、市民の提言を把握する機会を設け、

行政運営の更なる充実に努めてきました。

特に、電子メールによる問合せなどは気軽に送れることから、平成２１年度は４１５件の利用

がありました。

また、平成１９年３月には、市民の苦情などの申し立てに対し、公正・中立に対応するため、

行政苦情など調停委員会を設置しました。

電子メールによる問合せなどは、平成２６年度に３４８件あります。

平成１９年３月に設置した行政苦情等調定委員会については、平成２３年１０月に行政苦情等

調整委員制度に変更し、所掌事務及び職務の明確化を図りました。また、平成２５年９月に予備

調整委員１名を配置するなど、委員体制の強化も図られています。

市民からの意見などを市政に反映するため、より多くの市民の声を聴く必要があります。また、

市民からの意見や苦情に対する適切な対応が求められています。

主要課題 市民の意見や要望を的確に捉えた行政運営の実現

課題解決の考え方 市民ニーズの収集方法の工夫

解決に向けた取組 ①多様で積極的な意見収集

課題解決の考え方 迅速な情報共有

解決に向けた取組 ②庁内連絡体制の強化

課題解決の考え方 行政苦情の適切な取扱い

解決に向けた取組 ③公正・中立な機関による苦情の処理

６．取組内容

７．施策指標

① 多様で積極的な意見収集

市長への手紙や電子メールなどでの意見収集のほか、市内各所に出向き、市民の声を直接聴くこ

となどにより、積極的に市民の意見を把握します。

② 庁内連絡体制の強化

市民からの意見などに対し、適切かつ迅速な対応が可能となるよう体制を強化します。

③ 公正・中立な機関による苦情の処理

行政の仕事に対して申し立てのあった苦情については、行政苦情等調整委員制度において、公正・

中立的に審議します。

指標名
現状値 目標値

備考
H２６ H32

市長への手紙受付件数

（件）
145 175

ｅメール要望・問い合せ

受付件数（件）
348 410

市民の提言を把握する機

会の提供数（機会）
6 10 指標説明：どこでも市長室、市長と話そうなどの開催回数


