
Ｈ１-１ 地域コミュニティの活性化を促進します

Ｈ１-２ 市民活動団体への支援の充実を図ります

Ｈ２-１ 協働できる環境を整えます

Ｈ２-２ 市民との良好なコミュニケーションを形成します

Ｈ２-３ 市政への関心を高め、市民の声を市政に反映します

Ｈ３-１
自ら考え、自ら発信し、自ら行動する職員（職場）を育成
します

Ｈ３-２ 効果的で効率的な行財政運営を行います

Ｈ２ つながりあう地域社会をつくります

Ｈ３ 市民に信頼される市役所にします

まちづくりの方針

Ｈ 基本構想の推進（つながる＋創造する）

基本施策 個別施策

Ｈ１ 市民が主役のまちづくりを進めます
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Ｈ１

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

地域コミュニティ推進事業 ○地域コミュニティ施策の推進及び地域福祉計画を包含した「みんなで、す～で！なが
さき虹色プロジェクト（長崎市地域まちづくり計画）」の推進にあたり、審議会等を通
して広く市民の意見を聴取する。
　・地域コミュニティ推進審議会の開催

【地域コミュニティ推進
室】

Ｒ3

地域コミュニティ推進事業

○地域活性化のため、地域活動のリーダーや担い手に対し、地域活動の運営等に関する
研修会等を開催する。
　・わがまちみらいマネジメント講座の開催
　・わがまちみらい情報交換会の開催
〇まちづくりを担う人材を育成するため、市の各所属が実施するまちづくりの講座を
「まちづくり学校」として一体的に発信し、講座の情報を伝わりやすくすることで、ま
ちづくりに関心がある人の受講につなげる。
　・まちづくり学校ホームページの公開

【地域コミュニティ推進
室】

取組方針 3 地域コミュニティ施策について市民と行政が一緒になって考える場と機会の創出

取組方針 2 地域活性化のための個性豊かなリーダーと地域の担い手の育成

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

まちづくり活動推進事業

○地域コミュニティの核である自治会を活性化するため、保健環境自治連合会
　等と連携し自治会加入や活動への参画を促進する。
　・新築マンション等の建築主及びマンション管理組合に対し、入居者への自治会加入
の協力依頼
　・不動産業界との自治会加入促進に係る協定締結に基づく協力依頼
　・大学への自治会加入促進（オリエンテーションでの説明、チラシ配布）
　・休止している自治会活動の再開や、自治会未組織地域における自治会設立
　　の働きかけ
　・広報紙やホームページなどを活用した自治会活動の事例紹介

【自治振興課】

市民活動推進事業費補助金
（自治会集会所建設奨励） ○自治会活動の推進に必要な自治会が所有する集会所の建設を推進するため、新築、改

築及び補修等を行う自治会に対して助成を行う。

【自治振興課】

Ｒ3

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

個別施策 Ｈ1-1 地域コミュニティの活性化を促進します

５年後にめざす姿

対　象 意　図

市民が 地域活動に各々の立場で参加している。

Ｒ3

基本施策 市民が主役のまちづくりを進めます

５年後にめざす姿

対　象 意　図

市民が それぞれの役割を果たしながら、連携してまちづくりを進めている。

取組方針 1 地域コミュニティの核である自治会の存在意義の周知
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市民活動センター運営事業
○市民活動の支援を目的に、活動拠点施設となるセンターについて、指定管理者制度を
導入し、市民との協働による管理運営を行う。
　・交流の場及び活動しやすい環境の整備
　・市民協働に関する相談対応及び情報の受発信
　・平成30年度から指定管理者制度を導入

【市民協働推進室】

市民協働推進事業
○市民力推進委員会を運営する。
　・各種施策等について、市民力推進委員会での意見徴収
○市民のネットワークづくりを目的に、まちづくりについて、地域で活動している個人
やグループが市長と意見交換を行うちゃんぽんミーティングを開催する。

【市民協働推進室】

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

個別施策 Ｈ1-2 市民活動団体への支援の充実を図ります

５年後にめざす姿

対　象 意　図

市民活動団体が 持続的にまちづくり活動を行っている。

Ｒ3

地域コミュニティ推進事業
＜※再掲：取組方針4＞

○地域コミュニティ連絡協議会の設立に向けて、地域コミュニティ連絡協議会設立準備
委員会等が開催する地域課題の抽出や解決に向けた取組みについて話し合う会議に対し
て支援し、まちづくり計画の策定や、地域コミュニティ連絡協議会の設立につなげる。
また、協議会設立を検討している地区の地域の勉強会等に市内協議会を派遣し、協議会
設立までのことや取り組み内容等について理解を深める機会を提供することで、協議会
設立に向けた機運の醸成を図る。
　・地域の話し合いの場づくり支援
　・まちづくり実践者派遣講座の開催【地域コミュニティ推進

室】

地域コミュニティ推進交付
金
＜※再掲：取組方針4＞

○地域コミュニティ連絡協議会の各地区のまちづくり計画に基づく活動及び運営に対
し、財政的な支援を行う。また、地域コミュニティ連絡協議会設立準備委員会が行うま
ちづくり計画の策定等にかかる会議費等の財政的な支援を行う。
　・地域コミュニティ推進交付金
　・地域コミュニティ連絡協議会設立準備交付金【地域コミュニティ推進

室】

取組方針 1 市民活動拠点施設の充実

取組方針 5 地域の支え合いの力を強くするための主体的な活動への支援

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

地域コミュニティ推進事業
＜※再掲：取組方針5＞

○地域コミュニティ連絡協議会の設立に向けて、地域コミュニティ連絡協議会設立準備
委員会等が開催する地域課題の抽出や解決に向けた取組みについて話し合う会議に対し
て支援し、まちづくり計画の策定や、地域コミュニティ連絡協議会の設立につなげる。
また、協議会設立を検討している地区の地域の勉強会等に市内協議会を派遣し、協議会
設立までのことや取り組み内容等について理解を深める機会を提供することで、協議会
設立に向けた機運の醸成を図る。
　・地域の話し合いの場づくり支援
　・まちづくり実践者派遣講座の開催【地域コミュニティ推進

室】

地域コミュニティ推進交付
金
＜※再掲：取組方針5＞

○地域コミュニティ連絡協議会の各地区のまちづくり計画に基づく活動及び運営に対
し、財政的な支援を行う。また、地域コミュニティ連絡協議会設立準備委員会が行うま
ちづくり計画の策定等にかかる会議費等の財政的な支援を行う。
　・地域コミュニティ推進交付金
　・地域コミュニティ連絡協議会設立準備交付金【地域コミュニティ推進

室】

Ｒ3

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

取組方針 4 地域課題解決に向けた関係団体との連携と支援
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主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

市民活動センター運営事業 ○市民活動の支援を行う中で、団塊シニア世代の取組みに対して、行政情報の提供や、
団体の広報、人的ネットワークづくりのための取組みに協力することで社会貢献への
きっかけを促す。

【市民協働推進室】

取組方針 3 団塊シニア世代の市民活動への参加促進

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

市民活動支援補助金

○市民活動の活性化を目的に、市民活動団体の経済的支援を行う。
　・スタート補助金（活動開始３年未満の団体への支援）
　・ジャンプ補助金（１年以上活動していて、自らの資質を向上させ、その
　　　　　　　　　　活動を拡大させるための支援）
　・人材育成補助金（研修等派遣・研修等開催：団体の会員の知識・技術を
　　　　　　　　　　向上させるための研修費の一部を支援）

【市民協働推進室】

取組方針 2 市民活動団体への経済的支援
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Ｈ２

長崎伝習所事業
○行政・市民が提案したテーマごとに塾生を募集し、塾事業を展開する。
　・運営委員会の実施
　・塾事業の実施
　・つながり事業の実施

【市民協働推進室】

長崎創生プロジェクト認定
事業 ○まちづくりの様々な担い手が人口減少の克服、長崎創生に取り組むための機運の醸成

及び自主的・主体的な取組みの促進を図るため、第２期長崎市まち・ひと・しごと創生
総合戦略における基本目標及び特定目標に適合した事業者等の取組みを認定する。

【長崎創生推進室】

地域活性化事業 ○総合事務所ごとに、地域の活性化や一体感の醸成につながる事業に取り組む。
　・ながさき井戸端パーティー
　・桜の魅力を活かしたまちづくり
　・サン・サン・みなみフェスティバル
　・琴海・三重・外海ふれあいフェスタ　　　　ほか

【中央総合事務所総務課、
東・南・北総合事務所地域
福祉課】

「知って」「考えて」「行
動する」よかまちづくり事
業

○長崎市よかまちづくり基本条例の理念が浸透し、実際にまちづくりの担い手として行
動するきっかけづくりとして、長崎市提案型協働事業の手法を用いて、長崎市よかまち
づくり基本条例の周知イベント及びまちづくりの担い手創出のための研修会を開催す
る。

【市民協働推進室】

まちづくり活動推進事業

○長崎市よかまちづくり基本条例に定めるまちづくりの基本的な考え方やルール、まち
づくりのさまざまな担い手の役割分担などについて、市民の理解が進み、まちづくりの
当事者意識が醸成されるよう、参画や協働に関する事例を紹介するなど周知の取組みを
行う。
　・各種イベント等でのリーフレットの配布
　・施行日12月1日に合わせた本庁１階での啓発活動
　・市民活動団体等との協働による周知【自治振興課】

提案型協働事業

○提案型協働事業を実施する。
　・市民活動団体及び行政からのテーマを募集
　・事業説明会、前年度事業報告会及び事前相談を開催
　・提案事業の審査会を開催
　・採択された事業は議会の承認を経て翌年度実施
　・職員向け協働研修会
　・協働ハンドブックの活用

【市民協働推進室】

協働のまち情報発信事業
○協働事例の紹介を行う。
　・長崎市広報番組「もってこ～い市民力」
　・長崎ケーブルメディアチャンネルガイド掲載
　・市民活動センター「ランタナ」ホームページによる動画配信
　・協働事例紹介ビデオの作成

【市民協働推進室】

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

個別施策 Ｈ2-1 協働できる環境を整えます

５年後にめざす姿

対　象 意　図

多様な主体同士が 協働に対する理解を深め、意識を高めている。

Ｒ3

基本施策 つながりあう地域社会をつくります

５年後にめざす姿

対　象 意　図

多様な主体同士が
お互いの強みを活かした役割分担のもと、いつでも協働の手法を使って、地域
課題に取り組んでいる。

取組方針 1 協働意識の醸成
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本会議中継手話通訳事業
○本会議中継に手話通訳を導入し、障害がある方にも市議会の活動内容を知ってもらう
機会をつくる。

【議会事務局議事調査課】

本会議ケーブルテレビ放映
事業

○本会議の模様をケーブルテレビで中継する。

【議会事務局議事調査課】

本会議インターネット配信
事業 ○本会議の模様をインターネットで中継する。また、過去の録画映像の配信を行う。

○ソーシャルメディア（ユーチューブ、フェイスブックなど）の活用を図る。

【議会事務局議事調査課】

長崎魅力発信事業
○市民や市外のかたに長崎に関心を持ってもらうため、インターネットや情報誌を通し
て長崎のまちの魅力を発信する。
　・情報誌「yoriyori」の発行
　・民間情報誌「樂」への記事掲載
　・ＷＥＢマガジン「ナガジン」の運営

【広報広聴課】

情報公開、個人情報保護制
度推進事業 ○市民が必要な情報を適正かつ円滑に入手できるように、職員向けのマニュアルの整備

や制度の研修を実施する。

【総務課】

議会広報紙発行事業
○年４回開催される定例会後に、市議会での議員の一般質問や市長等が提出する議案の
審議内容等を市民に知ってもらうために広報紙を発行する。

【議会事務局議事調査課】

「新しい生活様式」啓発事
業

○新型コロナウイルスの感染を予防する「新しい生活様式」の定着を図るとともに、市
内の経済活動の回復に向けた機運を高めるため、「新しい生活様式」の実践や市内の事
業者の応援につながる取組みについて、市民への周知啓発を行う。

【広報戦略室】

広報戦略推進事業
○広報に関する専門的な知識を有する専門家の支援を受け、指針となる広報戦略に基づ
いた戦略的・効果的な広報活動を行う。
　・まちづくりのプロモーション「長崎MIRAISM」の実施（市内向け）
　・職員の意識改革・人材育成
　・広報戦略アドバイザーによる支援

【広報戦略室】

広報紙等発行事業 ○制度や催し、取組みなど市政全般の情報を広く市民に発信する。
　・「広報ながさき」の発行
　・「声の広報ながさき」の発行

【広報広聴課】

テレビ・新聞等広報事業
○報道機関の媒体を活用し、市政全般の情報を入手しやすい環境を整える。
　・テレビによる広報
　・ラジオによる広報
　・新聞による広報

【広報広聴課】

インターネット情報発信事
業

○市民及び世界の人々が必要な情報をいつでも、どこでも入手できるよう、インター
ネットを活用した情報発信を行う。
　・ホームページの運営
　・ツイッター、フェイスブック、インスタグラムの運営

【広報広聴課】

取組方針 1 迅速で質の高い情報の提供

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

個別施策 Ｈ2-2 市民との良好なコミュニケーションを形成します

５年後にめざす姿

対　象 意　図

市民が いつでも、どこでも、必要な市政情報を入手できる。

Ｒ3
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常設型住民投票制度創設事
業

○複雑多様化する住民ニーズに対応するために、市政運営上の重要事項に係る長崎市独
自の住民投票制度を設け、これによって示された住民の意思を確認し、住民の市政への
参画機会の拡充を図るため、常設型住民投票条例を制定する。
　・常設型住民投票条例の制定

【総務課】

市政モニター設置 ○市民のニーズ把握や意見聴取を必要とする施策や事業等について、アンケートを実施
する。

【広報広聴課】

市民の声を聴く仕組みづく
り

○市民からの意見や提案を受ける窓口を設け、意見等を庁内で共有するとともに、市政
の参考とする。
　・市政への提案
　・パブリック・コメント

【広報広聴課】

市民と市長の対話事業 〇市長が地域に伺い、市の主な取組の説明を行うとともに、市民から地域の課題や市政
への意見を直接聴き、対話を通じて本市の現状について相互に理解を深める。【広報広聴課】

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

個別施策 Ｈ2-3 市政への関心を高め、市民の声を市政に反映します

５年後にめざす姿

対　象 意　図

市民が 市政への関心を持って参画している。

Ｒ3

コールセンター運営 ○市民から寄せられる問合せを一元的に受け付け、迅速かつ的確に情報を提供する。
　・長崎市コールセンター「あじさいコール」の運営

【広報広聴課】

本人通知制度事業 ○事前登録者に対し、住民票の写しや戸籍等を第三者に交付した事実を本人に通知する
制度。これにより、不正請求による人権侵害の未然防止を図る。

【中央地域センター】

取組方針 1 広聴体制の充実

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

議会会議録検索システム運
営事業 ○長崎市議会の本会議、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会等の会議内容をイン

ターネット上で公開する。
　・キーワード、発言者、期間等複数の方法での検索が可能

【議会事務局議事調査課】

Ｒ3

取組方針 2 市民ニーズに合ったサービスの提供
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Ｈ３

メンタルヘルス対策事業

○メンタルヘルス対策について、未然防止策の実施を重点に置きつつ、必要な改善・拡
充を行い、取組みを推進する。
　・メンタルヘルスに係る情報提供・啓発等の実施
　・メンタルヘルス研修の実施
　・健康相談・専門相談の実施
　・ストレスチェックの実施【人事課】

取組方針 3 職員・職場の活力を引き出す環境の整備

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

行政マネジメント推進事業 ○各職位に応じた組織マネジメントの実践ができる管理職員の育成のため、組織のめざ
す姿や果たすべき役割、組織マネジメントの考え方などについての研修等を行う。

【都市経営室】

市役所はってん機構（職員
提案制度）事業

○本市の業務について職員が積極的に提案する機会を作り、職員間で共有することで、
市役所全体における事務事業の効率化及び市民サービスの向上を図る。
　・優れた職員提案（改善報告、自由提案）に対する職員表彰の実施
　・優れた自由提案の実現取組み
　・改善報告の見える化及び水平展開の実施
○業務改善推進委員会において、改善の意識を全庁的に浸透させるための取組みについ
て推進を図る。

【行政体制整備室】

Ｒ3

取組方針 1 職員の資質向上

個別施策 Ｈ3-1 自ら考え、自ら発信し、自ら行動する職員（職場）を育成します

５年後にめざす姿

対　象

Ｒ3

ＵＩＪターン職員採用事業 ○民間企業等で一定の勤務経験がある人材を採用することにより、さらなる多様な人材
の獲得を目指すとともに、長崎市への移住の促進につながるよう、県外在住の方で長崎
市へのＵ・Ｉ・Ｊターンを希望する者を対象とする新たな採用試験を実施する。

【人事課】

職員研修事業

○職員の自己啓発につながる取組みや、職務遂行能力の向上及び組織活性化のための取
組みを支援するとともに、各階層で求められる基本的又は専門的な知識・技術等の習
得、先進都市の事例研究や高度な専門的能力と幅広い見識を養うための研修を実施す
る。
　・自己啓発の支援
　・職場研修の実施
　・職員研修の実施
　・派遣研修の実施

【職員研修所】

意　図

職員（職場）が 目的を明確にし、共有しながら仕事に取り組み成果をあげている。

基本施策 市民に信頼される市役所にします

５年後にめざす姿

対　象 意　図

市役所が 自律的な行財政運営を行っている。

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

取組方針 2 職場力の向上

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

142



給与事務等委託事業 ○給与関連業務を民間事業者に委託し、事務の効率化を図るとともに、組織の生産性の
向上を図る。

【人事課】

入札・契約制度適正化推進
事業

○発注時期の平準化を推進する。
　・公共工事等：短期的には入札不調・不落の防止、長期的には受注の機会が
　　　　　　　　平準化することにより、建設労働者の働き方改革及び工事業
　　　　　　　　者等の安定した経営への寄与が期待され、担い手確保につなげる。
○地区別発注を推進する。
　・緊急時の対応が円滑に行えるよう地域に精通した事業者等の育成を図る。

【契約検査課】

外郭団体等に対する支援の
見直し ○「長崎市外郭団体等経営検討委員会」からの提言に基づき、外郭団体等に対する人

的・財政的な関与を見直す。

【行政体制整備室】

各種証明書発行等事務委託
事業

○窓口業務の一部を民間事業者へ委託し、サービスの質を維持・向上させるとともに効
率的な執務体制を構築する。
　・令和2年度 ：契約更改 （令和3年1月から令和5年12月まで）

【中央地域センター】

総合計画策定事業

○長崎市第四次総合計画が令和3年度で終了となるため、次期総合計画基本構想（令和
4年度～令和12年度）及び前期基本計画（令和4年度～令和7年度）の策定を行う。
　・平成30年度　基礎調査（市民アンケート、基本指標の分析及び推計等）
　・令和元年度　市民からの意見聴取（関係団体ヒアリング、若者100人超交流会、
　　　　　　　　シンポジウム等）
　・令和２年度　基本構想策定（議会、審議会、市民からの意見聴取、議会の議決）
　・令和３年度　前期基本計画策定（議会、審議会、市民からの意見聴取）

【都市経営室】

コンビニ交付システム運営
事業

○マイナンバーカードの活用により、証明書をコンビニで交付できるシステムを運営
し、市民サービスの向上を図るもの。
　・令和3年度：6月1日から証明書の交付手数料を窓口より100円減額

まち・ひと・しごと創生総
合戦略推進事業

○長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進にあたり、多様な主体の参画を促す取
組みを行う。

【長崎創生推進室】

政策評価 ○長崎市第四次総合計画の着実な推進を図り、効果的・効率的な行政運営を推進するた
め、施策評価、外部評価及び事務事業評価（事前評価）を実施するとともに、分かりや
すい評価結果の公表を行う。

【都市経営室】

【中央地域センター】

取組方針 2 事業の取捨選択と業務プロセスの見直し

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

行財政改革の取組み ○行政サービスの向上に向けた取組みや健全な財政運営に向けた取組みを進める。
　・令和元年度：長崎市行政経営プランの策定(R元年度～R5年度)
　・令和2年度以降：長崎市行政経営プラン実施計画の進行管理・検証

【行政体制整備室】

Ｒ3

Ｒ3

５年後にめざす姿

対　象 意　図

市役所が 健全な財政基盤を確立している。

取組方針 1 適正な職員配置

個別施策 Ｈ3-2 効果的で効率的な行財政運営を行います
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【情報統計課】

テレワーク基盤整備事業

○本市職員のテレワーク及びモバイルワークに係る環境を整備するため、テレワーク対
応ノート型パソコン、モバイルワーク用ノート型パソコン及びタブレットを整備する。
・テレワーク対応ノート型パソコンは、通常は自席で文書・資料の作成等の一般事務に
使用し、在宅勤務時は自宅へ持ち帰り、モバイルルーターを繋いで全庁ネットワークへ
接続し、職場と同じパソコン環境で一般事務用として活用する。
・モバイルワーク用ノートパソコン及びタブレットは工事現場などの外勤先や出張先で
職場とコミュニケーションをとりながら、庁内に保存している資料の確認や文書の作成
等で活用する。

【情報統計課】

デジタル化推進事業 ○社会全体のデジタル化に対応するため、地域の実情を踏まえ、時代の流れに遅れるこ
となく長崎市全体のデジタル化を推進する。
　・令和3年度 ：（仮称）長崎市DX推進計画策定
　・令和4年度以降：計画の進捗管理、分析及び評価【情報政策推進室】

ICT活用業務効率化推進事業
○ICTを利活用した業務の効率化により、作業時間の縮減を図りながら、これにより生
み出した時間で、更なる市民サービスや職員の勤務環境の向上を図る。
　・令和元年度：RPA導入
　・令和2年度 ：AI会議録作成システム導入、RPA対象業務拡大
　・令和3年度 ：LGWAN対応ビジネスチャット導入、RPA対象業務拡大【情報政策推進室、情報統

計課】

情報ネットワーク整備事業
新市庁舎ネットワーク整備

○現市庁舎で都度、個別に整備してきた基幹業務系、全庁系及びその他の情報ネット
ワークを、「ネットワークの仮想化と無線LAN」をコンセプトとし、物理的に統合して
全体最適化し、時代の変化に即応できる柔軟性と拡張性、安全性と信頼性を兼ね備えた
ものへ進化させるとともに、様々な業務の根幹となる情報システムが安定して安全に運
用できる情報ネットワーク及びサーバー室を整備する。
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課税客体の完全捕捉 ○税務調査の強化を図る。
　・国税・県税の情報活用も含めた手法の改善

【資産税課、市民税課】

【収納課、特別滞納整理
室】

がんばらんば長崎市応援寄
附推進事業
＜再掲：C2-1＞

○地域経済の活性化を図るため、ふるさと納税制度を通じて、長崎市の魅力ある返礼品
を域外へ発信するとともに、寄附額の増加をめざす。

【ふるさと納税推進室】

 

 

未収金対策 ○自主財源の確保を図るため、債権回収の向上・強化を図る。
　・法的措置の推進による債権管理の強化
　・庁内統一の債権管理指針に基づく債権管理の徹底

長崎圏域における広域連携
推進

○平成28年度に本市と長与町及び時津町の間で締結した「長崎広域連携中枢都市圏連
携協約」に基づき策定した「長崎広域連携中枢都市圏ビジョン（平成28～令和2年
度）」に引き続き令和2年度に策定した第２期ビジョン（令和3～7年度）ついて、事業
の実施状況及び成果指標の推移を踏まえ、取組内容の充実を図る。

【都市経営室】

取組方針 6 弾力性のある財政構造への転換

取組方針 5 近隣自治体との広域連携の推進

宿泊税の導入 ○長崎を訪れる人々の受入の環境整備のための財源として、新たな自主財源を確保し、
更なる長崎を訪れる来訪者の受入の環境整備を行う。
　・宿泊税導入に向けた準備
　・宿泊税条例の制定【収納課、市民税課】

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

市有財産を活用した収入増
対策

○自主財源の確保を目的として、市有財産を活用した広告の実施や自動販売機の設置に
かかる一般競争入札による貸付制度の対象を拡大するとともに、収入増対策等を研究・
検討する。
　・目的外使用許可で設置している自動販売機の貸付制度拡大の推進
　・市有財産を活用した広告収入による増収策の実施及び推進

【財産活用課】

Ｒ3

公共施設マネジメント推進
事業

○公共施設の適正管理・有効活用を推進する。
○地域住民との対話を開催して、公共施設マネジメント基本計画の実施計画で
　ある地区別計画の策定を進めると共に、公共施設マネジメントへの市民理解
　を促進する。

【資産経営室】

指定管理者制度の効果的な
運用

○新たな施設への導入について検討する。
○指定管理者制度導入施設において、施設の設置目的を踏まえ、適正な管理運営が行わ
れているか監視・監督を行う。

【行政体制整備室】

Ｒ3

取組方針 4 次世代に継承できる持続可能な公共施設への転換

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

行政サテライト機能再編成 ○平成29年10月からスタートした「地域センター」「総合事務所」を含めた新体制に
ついて、所期の効果が出ているかを検証して、より良いしくみに改善していく。

【行政体制整備室】

Ｒ3

Ｒ3

取組方針 3 行政サテライト機能の再編成
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