
第Ⅲ編

自治体経営編
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第２期基本計画施策体系（自治体経営編）

①行財政経営ｼｽﾃﾑの構築 計画 61111 総合計画の策定

主要 第四次浦安市行政改革推進計画の推進

主要 浦安型行財政経営システム推進事業

主要 賢人会議の開催

②地方分権・権限移譲の推進 主要 旅券事務の権限移譲

③新しい付加価値の創造・発信 計画 61131 シティプロモーション事業

計画 61132 住み替え支援促進事業

計画 11111 うらやす婚活応援プロジェクト【再掲】

①危機管理対応能力の向上 計画 61211 実践型訓練事業

計画 47112 地域防災計画改定事業【再掲】

計画 53212 庁舎等建設事業【再掲】

主要 総合防災訓練等実施事業【再掲】

①関係行政団体との連携 計画 46111 消防指令業務の共同運用【再掲】

主要 京葉広域行政連絡協議会事業

①協働事業の推進 主要 アウトソーシングの推進

主要 市民参加・協働推進事業

主要 「まちづくりポータルサイト」の構築

主要 うらやす市民大学運営事業

主要 自治会と市民活動団体の連携促進事業【再掲】

主要 介護予防推進協働事業【再掲】

①地域コミュニティの自立促進 主要 地域自治体制の整備事業

主要 災害時の避難所運営推進事業 【再掲】

②コミュニティの強化 主要 自主防災組織育成事業【再掲】

主要 自主防犯・見守り隊活動支援事業【再掲】

①広聴機能の充実強化 主要 インターネットを活用した市民意識調査事業

主要 アンケート分析システムの活用

②わかりやすい市政情報の提供 計画 63121 デジタルサイネージ整備事業

計画 61131 シティプロモーション事業【再掲】

主要 広報うらやすなどの発行

①行政評価の仕組みづくり 主要 浦安型行財政経営システム推進事業 【再掲】

①予算編成の新たな工夫 計画 64111 公営企業会計の導入

主要 「中・長期財政収支見通し」の策定

主要 公会計制度に基づく財政情報の活用推進

②効率的な予算編成の確立 主要 経常的な経費の抑制

主要 浦安型行財政経営システム推進事業 【再掲】

③行政コストの適正化 計画 64131 公共建築物の計画的な保全事業

計画 32221 下水道長寿命化推進事業【再掲】

計画 47315 橋りょう長寿命化・耐震化修繕推進事業【再掲】

主要 公共施設等総合管理計画の策定

主要 未利用財産の売却

主要 学校等施設総合管理方式の導入

主要 未利用地の活用【再掲】

主要 街灯ＬＥＤ化事業【再掲】

④市有財産の活用 計画 64141 入船北小学校跡利用調査検討事業

主要 未利用地の活用

主要 公金の運用

主要 未利用財産の売却【再掲】

２）自立した地域コミュニ
ティづくりを進める

３．市民ニーズに対応し
た行財政経営を進める

１）広聴広報機能の充実
を図る

２）行政評価システムを
確立する

４．健全な財政運営を進
める

１）財政の健全化に取り
組む

１．自治体経営体制を確
立する

１）本市の行財政経営を
確立する

２）危機管理体制を充実
する

３）広域自治体連携を強
化する

２．市民と行政の協働を
進める

１）協働事業を推進する

基本計画 第３次実施計画

具体的施策 基本事業 事業 計画事業・主要事業
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第２期基本計画施策体系（自治体経営編）

基本計画 第３次実施計画

具体的施策 基本事業 事業 計画事業・主要事業

①市税などの徴収率の向上 主要 市税などの徴収率の向上

②受益者負担の適正化 主要 特別会計繰入金の適正化

主要 使用料・手数料などの見直し

③新たな財源の確保 主要 広告事業の推進

主要 未利用地の活用【再掲】

主要 未利用財産の売却【再掲】

①任意の外部による評価の検討 主要 任意外部評価等の検討・導入

①わかりやすい財政情報の提供 計画 64111 公営企業会計の導入【再掲】

主要 「中・長期財政収支見通し」の策定【再掲】

主要 公会計制度に基づく財政情報の活用推進【再掲】

①多様な人財の確保 主要 計画的な職員採用の実施

主要 人財の確保

主要 職員研修の実施

主要 マルチ職員の育成

主要 スペシャリストの育成

主要 人事交流の推進

主要 適材適所の配置推進

主要 プロジェクトチームの活用

主要 課題解決型組織の構築(施策推進・マネジメント強化)

主要 庁内分権（権限委譲）の推進

②いきいきと働ける職場づくり 主要 ワーク・ライフ・バランスの推進

主要 健康管理体制の充実

主要 福利厚生制度の実施

①やる気を高める仕組みをつくる 主要 職員提案制度の推進

主要 目標による管理を活用した業績評価

主要 人事評価制度の見直し

①電子申請の推進 主要 電子申請等推進事業

②暮らしをいろどる情報の提供 計画 66121 各種証明書のコンビニ交付サービス

計画 66311 社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入【再掲】

計画 47141 電子資料提供サービス事業【再掲】

主要 子育てポータルサイトの充実【再掲】

主要 災害時情報伝達事業【再掲】

主要 公共空間犯罪対策事業【再掲】

計画 63121 デジタルサイネージ整備事業【再掲】

主要 インターネットを活用した市民意識調査事業【再掲】

主要 アンケート分析システムの活用【再掲】

主要 「まちづくりポータルサイト」の構築【再掲】

主要 生涯学習情報提供システムの運用【再掲】

計画 66311 社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入

主要 情報システム調達指針に基づく業務分析の促進

主要 情報システム整備計画策定事業

主要 統合型地理情報システム推進事業

①情報セキュリティ対策の推進 主要 情報セキュリティ対策事業

２）安定した財源確保に
取り組む

３）外部の視点による評
価を活用して財政を運営
する

４）わかりやすい財政情
報を提供する

５．職員力・組織力を強
化する

１）財産となる人財を育て
る

②職員を「人財」と位置づけた様々
な取り組み

２）活力を生み出す職場
づくりを進める

①機動的かつフレキシブルな組織
体制の確立

３）やる気を高める仕組
みをつくる

６．新たな情報環境を整
備する

１）快適な市民生活を支
援する

③災害情報の提供と防犯対策の
充実

２）協働の環境づくりを支
援する

①市民ニーズの把握と充実した市
政情報の提供

②市民の学習機会や活動機会の
充実

３）行政の簡素化と効率
化を進める

①情報システムの安定稼動と効率
的な管理

４）情報セキュリティ対策
を強化する
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現状と課題

平成 12 年４月の地方分権一括法の施行により本格化した地方分権の流れは、平成 23 年度の

いわゆる地域主権改革一括法の成立を受け、今後、ますます加速することが予想されます。国の

包括的指揮監督に従う地方自治体から、基礎自治体として市の権限が拡大する一方、自主性や自

律性が一層求められる時代となり、自己決定・自己責任の原則、補完性の原則のもと、市民自ら

が地域のことを考え、自らの手で地域を治める新しい自治体像に向かって取り組んでいくことが

不可欠な状況です。

また、40 年以上に及ぶ新しいまちを建設する時代も新町地域の一部を残すのみとなり終息を

迎えつつあります。このことは、これまで右肩上がりで成長を続けてきた地域社会が成熟化の時

代に入ってきたともいえます。そして、都市開発の終息とともに、人口はピークを迎えつつあり、

今後、少子高齢化も確実に進展することから、財政面でもこれまでのような右肩上がりの基調は

転換期を迎えることが予想されます。

本市では、平成 14 年に浦安市行政改革大綱を策定し、「経営感覚に富んだ行政運営」「職員の

意識改革」「市民と行政の協働」の３つの視点から、「事業の見直し」「人材育成の推進」「職員数

と給与の適正化」「組織・機構の見直し」「情報化の推進」「協働に向けた環境づくり」の６つの

重点事項を定め、行政改革に取り組んできました。

さらに、これからは、コスト削減や人事・組織機構の簡素化といったこれまでの行政改革の視

点に加え、住民自治のシステムと市民の意志と責任に基づく自治体経営の実現に向けた取り組み

が必要となっています。

また、先述したような少子高齢化に伴う人口減少社会に対応し、持続可能な都市として発展し

続けるため、より地域ニーズにマッチした行政サービスの実現と、本市の魅力や強みを新たに創

造していくことが求められています。

加えて、地域力、市民力を結集し、より豊かな地域社会を形成していくうえで、リスク管理は

行政が担う最も基本的な責務です。

本市では、これまでも地震や台風などの自然災害や大規模事故から、市民の生命や身体、財産

を守るため、災害対策に取り組んできました。しかし、震災により市域の大部分が液状化し、初

動体制に遅れが見られたことやライフラインの損傷が発生したことなどを受けて、対策のあり方

の見直しや日常的な訓練を通じた対応力の向上など、より充実した災害対応のあり方が求められ

ています。また、近年では様々な異常気象や感染症、放射性物質への対応など、従来からは想定

し得なかった新たな危機への対応も求められています。

こうした様々な危機への対応を含め、行政区域を越えた課題は、多様化、高度化してきた都市

活動の広がりとともに増えてきています。また、震災の経験から災害時の応急対応や復旧につい

ても、市域を越えた広域的な対応や相互支援が不可欠です。こうしたことから、広域的な視点に

立って近隣市をはじめとする多くの自治体と協力し、多面的な連携を図る必要があります。

１ 自治体経営体制を確立する
具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）本市の行財政経営を確立する

自治体経営の基本原則や行財政経営の基礎的な要件を視野に入れながら、市民志向の行財政経

営を基本としたトップマネジメントのあり方や効率的で効果的な事業マネジメントの推進、それ

を支えるための人事・組織マネジメントのあり方、施策評価システムの導入などトータルな行政

経営システムの構築に取り組みます。

また、さらなる行政サービスの充実を図るため、地方分権や権限移譲の推進に取り組みます。

さらに、市内外へＰＲできるような本市の新たな付加価値の創造に取り組みます。

２）危機管理体制を充実する

大規模な災害に備えて、初動の対応がスムーズに行えるよう実践的な訓練を重ねるとともに、

市民や地域コミュニティ、事業者、行政など、それぞれの主体に被害の軽減やライフラインの断

絶などに対する対応力の向上を図るため、大規模な訓練を行います。

また、異常気象によるさまざまな被害の発生をはじめ、従来では想定し得なかった新たな危機

に関しても極力対応可能となるよう、職員や市民の意識を高めるとともに、対応策について検討

します。

さらに、シビックセンターコア地区に新たな市役所庁舎を建設し、災害時の対策拠点としての

機能強化を図ります。

３）広域自治体連携を強化する

市民の生活圏の拡大や環境、福祉、防災など、単独の自治体だけでは対応できない新たな行政課

題や複雑・多様化する市民ニーズに的確に対応するため、国や県の責務の範囲を明確にし、適切な

調整を図るとともに、近隣市との広域的な連携を一層強化します。

震災時における広域的な支援の有効性を踏まえ、多くの自治体と大規模災害時の相互支援の体制

づくりに取り組みます。
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・

・

・

・

住み替え支援促進事業 住宅課

平成29年度

調査・研究
策定方針の決定

シティプロモーション事業
企画政策課／
広聴広報課

うらやす婚活応援プロジェクト

事業番号

③新しい付加価値の創造・発信

平成28年度

事業内容
現行の基本構想と第２期基本計画の期間満了を控え、今後の本市のまちづくりの基本的な指針とな
る、新たな総合計画を策定します。

検討

自治体経営編

１）本市の行財政経営を確立する

【計画事業】

①行財政経営システムの構築

【事業体系】

事業

第四次浦安市行政改革推進計画の推進

担当課

企画政策課

策定
年次計画

総合計画の策定

旅券事務の権限移譲

１．自治体経営体制を確立する

浦安型行財政経営システム推進事業

計画事業・主要事業名

企画政策課

賢人会議の開催

事業名 シティプロモーション事業

企画政策課

企画政策課

【再掲】 商工観光課

市民課

企画政策課／広聴広報課

企画政策課事業名 総合計画の策定

事業番号

平成27年度

平成28年度 平成29年度

61111

61131

実施

事業内容
地域への愛着心や本市のイメージの向上を図るとともに、人口の流入を促進するため、本市の魅力や
強みを市内外に発信するシティプロモーションを実施します。

年次計画

平成27年度

プロモーション手法の検討・実施

①行財政経営システムの
構築

②地方分権・権限移譲の
推進

③新しい付加価値の創造・
発信

実施

担当課

担当課

市民の利便性向上のため、一般旅券(パスポート)事務の早期の権限移譲を千葉県に働きかけます。

安全で安心して住み続けられるための公共サービスを安定的に提供し、公の責任と使命を果たせるよ
う、行財政経営システムを確立します。

浦安型行財政経営システムの確立に向け、システムを構築する上で必要不可欠なトップマネジメント
の戦略的意思決定や行政評価、行政改革推進計画の推進など、それぞれの取り組みの充実・改善に取
り組みます。

今後も持続可能な都市として発展していけるよう、シティプロモーションや婚活支援などを通じて、
新たな付加価値の創造と発信に取り組みます。
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(千円)

年次計画

平成27年度 平成28年度

担当課 住宅課
61132

事業内容
市外からの子育て世代の流入促進や、高齢期まで住み続けられるシームレスな住まい方を柱とした、
住み替え支援に取り組みます。

事業内容
市民の利便性向上のため、一般旅券（パスポート）事務の早期の権限移譲を千葉県に求めて
いきます。また、移譲に備え、旅券の申請受付および交付事務の開始に向けた準備を進めま
す。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 ３か年の合計

事業名 市民課旅券事務の権限移譲

賢人会議の開催

②地方分権・権限移譲の推進

事業番号
事業名 住み替え支援促進事業

【主要事業】

事業名

平成29年度

検討
関係機関との協議・調整

実施 実施

企画政策課

事業内容
専門的、学術的知見や民間の経営感覚を市の行財政運営に活かすため、賢人会議を開催し
ます。

○計画事業費

21,735 37,735

事業内容
これまで以上に歳入確保や歳出抑制、限られた経営資源の選択と集中を進めるため、「第四
次浦安市行政改革推進計画」に基づき、「行財政経営システム構築」「協働の推進」「財政の
健全性の維持」の３つを柱に据えた、行政改革を推進します。

①行財政経営システムの構築

事業名 第四次浦安市行政改革推進計画の推進 企画政策課

事業内容

事業名

年次計画

浦安型行財政経営システム推進事業

行政サービスの品質を高く保つための事業や予算のマネジメント強化を目標に、各部の運営
方針などの作成に取り組むとともに、施策や事業の成果や課題を可視化し評価する仕組みを
構築・運用します。

31,735 91,205

平成27年度

企画政策課

11111

事業番号
事業名 商工観光課

婚活事業者、市内の観光・産業団体などとともに、男女の出会いの場の提供などを行います。

平成28年度 平成29年度

事業内容

実施 実施 実施

うらやす婚活応援プロジェクト 【再掲】 担当課
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・

・

・

大規模な災害に備え、地域防災計画の実効性を高めるため、図上訓練などの災害応急活動に係る実
践型の訓練を実施します。

年次計画

平成27年度 平成28年度

事業番号
事業名 実践型訓練事業

平成29年度

実施
検討
実施

実施

担当課

平成29年度

改定

事業内容

担当課

事業内容
市民の生命や身体、財産を災害から守るため、地域防災計画（震災編）の改定に引き続き、風水害等編
及び大規模事故編を改定します。

年次計画

平成27年度 平成28年度

【計画事業】

①危機管理対応能力の向上

事業番号
事業名 地域防災計画改定事業 【再掲】 防災課

47112

61211
防災課

①危機管理対応能力の向
上

実践型訓練事業 防災課

地域防災計画改定事業 【再掲】 防災課

総合防災訓練等実施事業 【再掲】 防災課

近年頻発する異常気象による自然災害に対する備えとして、地域防災計画の風水害等編や大規模事故
編の改定を行い、防災対策の充実・強化を図ります。

自治体経営編

１．自治体経営体制を確立する

２）危機管理体制を充実する

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

東日本大震災において応急活動に取り組んだ経験から得られた教訓を活かし、次の災害に備えた職員
の危機管理意識向上を図るため、図上訓練や総合防災訓練の充実を図ります。また、震災からの復
旧・復興への対応やその他緊急性の高い問題を解決するため、プロジェクトなどの組織を活用しま
す。

災害対策拠点としての機能強化と業務機能の集約化、効率化を図るため、市役所新庁舎の建設工事を
引き続き推進します。

庁舎等建設事業 【再掲】 庁舎建設課
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(千円)

事業番号
事業名 庁舎等建設事業

○計画事業費

平成27年度 平成28年度 平成29年度 ３か年の合計

53212

事業内容

担当課 庁舎建設課【再掲】

2,160 2,160 2,160 6,480

庁舎整備
駐車場設計

庁舎開所
駐車場建設
旧庁舎解体

駐車場建設（平成28年12月～平
成30年３月）

年次計画

平成28年度 平成29年度

災害対策拠点として機能強化と業務機能の集約化・効率化を図るため、市役所庁舎をシビックセンター
コア地区で建て替えます。また、シビックセンターコア地区の駐車場需要に対応するため、新庁舎の隣
接地に立体駐車場を建設します。

平成27年度

事業内容
災害時を想定し、市民主体の具体的でより実践的な防災訓練を実施します。また、自治会や
事業所など地域が主体となって取り組む防災訓練などを支援します。

【主要事業】

①危機管理対応能力の向上

事業名 総合防災訓練等実施事業【再掲】 防災課
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・

・

事業番号
消防指令業務の共同運用 【再掲】

【計画事業】

①関係行政団体との連携

【主要事業】

年次計画

46111

平成27年度

事業内容

事業名

平成29年度

担当課 消防本部警防課

協議会への参加

平成28年度

現在、千葉県北西部ブロック11市のうち、本市を含む６市の１１９番受信や消防指令業務を担っている
千葉北西部消防指令センターの拡張に向けて、協議会を開催し、システムの再構築や運用方法などに
ついて検討を進めます。

企画政策課

事業

消防指令業務の共同運用 【再掲】

計画事業・主要事業名

①関係行政団体との連携
京葉広域行政連絡協議会事業

消防本部警防課

担当課

自治体経営編

１．自治体経営体制を確立する

３）広域自治体連携を強化する

【事業体系】

自治体を取り巻く環境が大きく変化している中、市民サービスの品質を維持しながら効率的な行財政
経営を行うため、近隣市と相互に連携・協力し、広域化する行政課題に対応します。
大規模災害時に食料や生活必需品、復旧業務に従事する人員などが不足することを想定して、自治体
間で相互に物資や人員の支援が迅速かつ円滑に行われるよう、広域的な自治体間の連携を図ります。

事業内容
広域化する行政課題に対応するため、船橋市、市川市及び浦安市の３市で構成する当協議
会において、市民の利便性の向上につながる事業の調査・研究や課題解決に連携して取り組
みます。

協議会への参加 協議会への参加

①関係行政団体との連携

事業名 京葉広域行政連絡協議会事業 企画政策課
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現状と課題

市民の力・地域の力を活かしてまちづくりを進めていくためには、「市民参加」「まちづくり活

動の支援」「協働の推進」をそれぞれの局面において、進めていくための施策のみならず、これ

らを総合的に進めていくための施策を組みあわせて推進していくことが求められます。

市民の参加は、市民と行政が協働するまちづくりの第一歩です。市民が行うまちづくり活動の

活性化が、住みがいのある豊かな地域を生み出し、協働のパートナーが生まれることにつながり

ます。協働を進めていくためには、市民と行政がともにまちづくりの当事者であり、パートナー

であるという意識を持ち、課題や情報を共有することが求められます。

また、これまでの自治会活動を尊重しつつ、子ども会やＰＴＡ、住宅管理組合、老人クラブ、

社会福祉協議会など地域の様々な団体間の交流を図りながら連携・協力して、地域の住民一人ひ

とりと団体が主体的に地域のまちづくりに参加し、貢献・実感できるような地域協働の仕組みを

築く必要があります。

◆市民参加と協働（概念図）

２ 市民と行政の協働を進める具体的

施 策

まちづくり

活 動

行 政

市 民
（個人)

協 働

共通の目的達成に向け、

相互に協力・補完し合い、

まちづくりを行うこと

市民参加

市民が行政の取り組み

に参加すること

市民参加

市民がまちづくり活

動に参加すること
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課題解決のための取り組みの方向

１）協働事業を推進する

第２期市民参加推進計画に基づき、市民参加・協働を進めていくための前提となる「情報の共

有化」と、市民と行政の「良好なパートナーシップの醸成」を重視し、市民参加・協働の取り組

みを一層推進します。また、市民の発想や手法を活かした行政サービスを提供していくため、協

働事業提案制度を引き続き推進します。さらに、多様な主体間の協働により地域の活性化が図れ

るよう、協働に対する理解促進や情報や課題を共有できる環境の整備に取り組みます。

また、ＰＦＩ法の改正によって民間からの事業提案が可能になったことなどを受け、ＰＦＩや

ＰＰＰの取り組みを推進します。

２）自立した地域コミュニティづくりを進める

地域住民が実感できる一定のまとまりを持った生活圏を対象に、自治会活動を尊重しつつ、子

ども会、ＰＴＡ、住宅管理組合、老人クラブや社会福祉協議会などが連携・協力してまちづくり

に参加し、貢献・実感できるような地域協働の仕組みを築き、元気な地域づくりに取り組みます。

また、地域の課題解決や地域価値を高める活動など、地域が主体となって実施する活動の担い

手となる組織の育成や活動支援、連携強化に取り組みます。
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・

・

介護予防推進協働事業 【再掲】
猫実地域包括
支援センター

事業名

①協働事業の推進

事業内容

アウトソーシングの推進 企画政策課

事業内容
良質な公共サービスをより効率的に提供するため、行政が担っている事務事業のうち、行政以
外の主体が担うことが適切な業務については、業務委託などによるアウトソーシングを推進し
ていきます。

①協働事業の推進

事業名 介護予防推進協働事業【再掲】 猫実地域包括支援センター

事業名 うらやす市民大学運営事業 市民大学

事業内容
市民と行政が協働してまちづくりに取り組むため、協働の担い手を育成する場として、実学と実
践を意識した授業の充実を図るとともに、市民と行政がともに学びあう拠点となるよう、活発な
情報交換の機会を提供します。

市民参加・協働推進事業 協働推進課

事業内容
介護予防リーダー養成講座修了者が中心となり立ち上げた市民団体「浦安介護予防アカデミ
ア」との協働事業として、栄養改善・口腔ケア・運動機能向上などの介護予防に関する実践普
及活動を行います。

事業名 自治会と市民活動団体の連携促進事業【再掲】
協働推進課／地域ネッ
トワーク課／こども課

事業内容
自治会や市民活動団体の活性化を図るため、８区自治会で実施している自治会と子育て支援
団体との連携モデル事業などの活動を促進します。

第２期市民参加推進計画に基づき、協働事業提案制度の充実、職員研修や市民向け講演会
を通じた協働に関する意識の向上などに取り組むことで、市民参加や市民と行政との協働を推
進します。

自治会と市民活動団体の連携促進事業 【再掲】
協働推進課／
地域ネットワー
ク課／こども課

多様な主体間の協働を推進するため、市民、団体、学校、法人、行政などの様々な協働の担い
手が、地域情報について発信し共有できるような「まちづくりポータルサイト」を構築します。

事業名 「まちづくりポータルサイト」の構築 協働推進課

事業内容

【主要事業】

事業名

うらやす市民大学運営事業 市民大学

市民参加・協働推進事業 協働推進課

事業

行政よりもその他の主体がサービスを提供した方が、より効果的・効率的なサービス提供を実現でき
るものについては、民間企業をはじめ多様な団体と様々な手法を用いて連携・協力を図ります。

「まちづくりポータルサイト」の構築 協働推進課

計画事業・主要事業名 担当課

アウトソーシングの推進 企画政策課

自治体経営編

２．市民と行政の協働を進める

１）協働事業を推進する

【事業体系】

本市に誇りと将来への希望が持てるような「住みがい」のあるまちを実現するため、第２期市民参加
推進計画に基づいて市民と行政の良好なパートナーシップの醸成を図ります。
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・

・ 地域の防災や防犯など、すでに地域において主体的に活動する組織・団体が存在している分野に関し
て、団体の活動支援や各団体の連携を促進することで、地域コミュニティの強化を図ります。

自治会ごとに活動している自主防災組織の連携や強化を図るため、自治会自主防災組織連
絡協議会の運営支援を行うとともに、自主防災組織が行う事業や資器材購入を支援します。

②コミュニティの強化

事業名 災害時の避難所運営推進事業【再掲】 教育総務課

事業内容
大規模な災害が発生した際に、地域住民が主体となって避難所の開設・運営できるよう、地域
住民、教職員、市職員などが連携し、地域の実情にあった避難所開設・運営マニュアルの作
成を推進します。

【主要事業】

①地域コミュニティの自立促進

事業名

事業内容

②コミュニティの強化

事業名 自主防犯・見守り隊活動支援事業【再掲】 防犯課

自治会やＰＴＡをはじめとする地域の自主防犯活動団体、防犯ボランティア団体に対し、防犯
活動に必要な物資の貸与や防犯パトロール車両の貸出しなどの支援を行います。また、地域
で自主防犯活動をしている団体同士の連携により「市内見守り隊」を結成し、中学校区単位で
の効果的な防犯活動を推進します。

事業名 自主防災組織育成事業【再掲】 防災課

事業内容

地域自治体制の整備事業
企画政策課／協働推進
課／地域ネットワーク課

事業内容
住民や各種団体など地域内に存在する様々な主体が連携・協力して、行政とともに、自らの地
域の管理・運営や課題解決に取り組む、地域自治体制の整備を図ります。

自主防犯・見守り隊活動支援事業 【再掲】 防犯課

自主防災組織育成事業 【再掲】 防災課

①地域コミュニティの自立
促進

地域自治体制の整備事業

企画政策課／
協働推進課／
地域ネットワー
ク課

災害時の避難所運営推進事業 【再掲】 教育総務課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

自治体経営編

２．市民と行政の協働を進める

２）自立した地域コミュニティづくりを進める

自治会をはじめとする地域内の各団体が連携・協力して、行政とともに、自らの地域の運営や地域内
の課題の解決に取り組むことができるよう、自立した地域コミュニティの育成を促進します。

281



現状と課題

質の高い自治体経営を目指すためには、行政の「計画（Ｐ）-実行（Ｄ）-評価（Ｃ）-改善（Ａ）」

から成る経営サイクルを確立し、これらの各段階で市民ニーズを的確に捉え施策に活かしていく

ことが重要です。

現在、市長への手紙や市民意識調査などにより、市民ニーズや市政への意向の把握に努めてい

ますが、市民志向の行政経営を行っていくうえでは、収集した意見や要望を整理・分析し、施策

立案への反映に努めるとともに、調査結果をわかりやすく公表することが必要です。

情報は、「いつ、何を、どのように知らせるか」が大切であり、市民に向けて効率的・効果的に

発信しなければなりません。

本市では、紙媒体（広報うらやすや市民便利帳など）、電波媒体（ＣＡＴＶなど）、電子媒体（ホ

ームページや携帯電話、ＳＮＳなど）を活用して情報を発信していますが、それぞれの媒体の特

性を活かし、相互に補完し合いながら、情報の受け手である市民に配慮した対応を行い、市民が

求める情報を適時適切な手段により発信し、市民と市との双方向による情報交換（情報の共有化）

が行われるような仕組みづくりが必要です。

また、インターネットなどの情報環境の発展に伴い、市民が必要とする情報をより素早く容易

に入手できるよう、新たな情報発信手法についても積極的に検討することが求められています。

そして、このような活動を通して、本市が行ってきた施策や事業に対する市民の評価を受けと

め、事業の改善、見直しへとつなげていくことが必要です。

本市では、これまで事務事業評価に取り組んできましたが、評価対象の事務事業の多いことや

評価が細分化されすぎていること、評価が内部評価にとどまっていることなどの改善を図るとと

もに、評価結果を予算や組織編成に反映する仕組みを確立することが必要です。

そのため、政策や施策、事務事業の行政活動について市民や議会に対して説明責任を果たし、

市民と協働で有効性や効率性、妥当性を確保していくという行政評価の目的を考え、行政評価の

体系化と制度設計に取り組んでいく必要があります。

３ 市民ニーズに対応した行財政経営を進める
具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）広聴広報機能の充実を図る

自治体経営の透明性を保ち、市民協働の出発点となるのは情報の共有化であり、そのためには

様々な情報媒体を活用した情報提供が重要です。そのため、市ホームページにおける市政情報提

供の充実を図るとともに、広報媒体の根幹である広報うらやすや市の発行する刊行物について、

より多くの市民に手に取っていただけるよう、さらに魅力ある内容づくりに取り組みます。また、

平時における市政情報や非常時における緊急情報の発信などを行う、新たな情報発信手法につい

ても積極的に導入を図ります。

市民志向の自治体経営を進めていくため、インターネットの特性を活かした市民意向調査など

を通じて、多様な市民意見の聴取・分析に取り組みます。

また、市民だけでなく、市外へ向けても本市の魅力や強みを発信し、市民の地域への愛着心の

醸成や本市のイメージ向上を図っていきます。

２）行政評価システムを確立する

行政評価は行政改革の有効なツールであり、また、トップが掲げる政策や施策についてトップ

マネジメントのツールとしても活用していきます。そのため、事務事業評価制度との関係性を整

理しながら、政策・施策レベルを対象とした評価制度の確立に取り組みます。また、これらの行

政評価の方法と連動した市民意識調査のあり方について検討します。評価結果が人、物、金、情

報といった経営資源の適正な配分や業務改善につながる行政評価システムを構築します。
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・

・

(千円)

３か年の合計

運用

年次計画

平成27年度

61131

0 39,158 5,716 44,874

平成29年度

○計画事業費

平成27年度 平成28年度 平成29年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度

調査・研究

企画政策課／広聴広報課

平成28年度

整備
運用

広聴広報課
63121

事業内容
非常時における緊急情報や平常時における本市に関する情報の発信のため、本市におけるデジタルサ
イネージの整備・運用に取り組みます。

事業内容
地域への愛着心や本市のイメージの向上を図るとともに、人口の流入を促進するため、本市の魅力や
強みを市内外に発信するシティプロモーションを実施します。

デジタルサイネージ整備事業 担当課

年次計画

プロモーション手法の検討・実施 実施 実施

②わかりやすい市政情報の提供

事業番号
事業名 シティプロモーション事業 【再掲】 担当課

事業番号
事業名

【計画事業】

アンケート分析システムの活用

広報うらやすなどの発行 広聴広報課

シティプロモーション事業 【再掲】
企画政策課／
広聴広報課

担当課

②わかりやすい市政情報
の提供

デジタルサイネージ整備事業 広聴広報課

①広聴機能の充実強化
インターネットを活用した市民意識調査事業 広聴広報課

自治体経営編

３．市民ニーズに対応した行財政経営を進める

１）広聴広報機能の充実を図る

様々な広聴機能の運用とアンケート分析システムによる効果的な分析をもとに、多様化する市民ニー
ズの把握と、より的確な施策の展開に努めます。これにより、市民の期待や信頼に応える、市民志向
の行財政経営の実現を目指します。
ホームページの運営や広報うらやすの発行、ツイッターなどの既存媒体の運用のほか、新しい情報発
信手段に関する検討も進めて、市民に対する情報提供のさらなる充実に取り組みます。

広聴広報課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名

284



広聴広報課

①広聴機能の充実強化

市の政策や行事など市政全般に関する情報をわかりやすく、正確に提供するため、広報うら
やす（毎月１日と15日）や市勢要覧などの刊行物を発行します。

広報うらやすなどの発行 広聴広報課

事業内容

事業名 インターネットを活用した市民意識調査事業

事業名

②わかりやすい市政情報の提供

事業名 アンケート分析システムの活用 広聴広報課

事業内容
より的確に市民の声を市政に反映させるため、テキストマイニング機能を備えたアンケート分
析システムの積極的な活用と庁内への普及啓発を図ります。

事業内容
市民の意識や意向を把握し、市政に反映できるよう、インターネットの特性や即時性を活かし
た、インターネット市政モニター（Ｕモニ）によるアンケート調査を継続的に実施します。

【主要事業】
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・ より効果的で効率的な行財政経営を実現するため、引き続き、行政評価の構築に取り組みます。ま
た、市民意識調査などの結果と行政評価の連携を図り、トップマネジメントの戦略的な意思決定を支
援します。

事業内容
行政サービスの品質を高く保つための事業や予算のマネジメント強化を目標に、各部の運営
方針などの作成に取り組むとともに、施策や事業の成果や課題を可視化し評価する仕組みを
構築・運用します。

担当課

【主要事業】

①行政評価の仕組みづくり

事業名 浦安型行財政経営システム推進事業【再掲】 企画政策課

自治体経営編

３．市民ニーズに対応した行財政経営を進める

２）行政評価システムを確立する

①行政評価の仕組みづくり 浦安型行財政経営システム推進事業 【再掲】 企画政策課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名
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現状と課題

地方分権が今後さらに進展していくなかで、市民生活にとって最も身近なサービスの提供を担

う基礎自治体においては、将来にわたり安定した自治体経営を実現することが求められています。

教育や福祉、医療、防災という基礎的ニーズや環境問題など様々な分野の市民ニーズに対応す

るため、事業の担い手や実施方法、対象範囲などについて最適化・効率化を図るとともに、長期

的な視点から公共施設等の保全を推進するなど、人や物、金、情報といった限られた経営資源を

有効に活用し、「持続可能な行財政運営」を行っていくことが重要です。また、市税をはじめと

する様々な歳入の確保により安定した財政基盤をつくるとともに、市の借入金である市債につい

ては、次世代に過度な負担を残さないよう適正に管理していくことが必要です。

公共施設などの使用料や特定の受益者に対する手数料については、コストに応じた適正な負担

という観点から適正化を図るとともに様々な減免制度について見直しを行うことが必要です。

また、児童数の減少が著しい入船北小学校と、入船南小学校を統合し、平成 27 年度から入船

小学校を開校することで、中町地域に貴重な施設や土地が生まれます。市有財産の有効活用とい

う観点から、この施設や土地の新たな活用策が求められています。

さらに新たな財源の確保に向けて市有資産を活用した広告事業などの自主努力による財源確

保の取り組みが必要です。

また、自治体の財政運営をチェックし、より効率的な行政運営を促すため、地方自治体には、

現金主義・単式簿記を特徴とするこれまでの会計制度を補完する制度として、新たな地方公会計

制度を導入することが求められています。

◆普通会計における地方債年度末残高及び地方債発行額の推移

（単位：百万円）

４ 健全な財政運営を進める具体的

施 策

21,453
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576 259
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課題解決のための取り組みの方向

１）財政の健全化に取り組む

将来にわたって持続的な発展を可能とするため、中・長期的な視点から財政の健全化に取り組

みます。そのため、将来人口の見通しなどを踏まえて、健全な財政構造の目標とそれを維持して

いくための財政収支の見通しを明確にします。また、下水道事業への地方公営企業会計の導入に

向けた準備を進めます。さらに、経営基盤のさらなる安定を図るため、事業のあり方、手法等の

見直しや、ファシリティマネジメントや長寿命化の推進などにより、行政コストの適正化に取り

組みます。

また、施設の統廃合などによって生まれた施設や土地の活用を図ります。

２）安定した財源確保に取り組む

行政サービスの原資となる財源の確保に努めるとともに、納付の公平性の確保のため、市税など

の債権の適正な管理を行いながら、徴収率の向上に取り組みます。

また、使用料や手数料などは、受益者負担の原則のもと、公平性を確保するためにも、料金設定

の見直しや減免基準などの見直しなどの適正化に取り組みます。併せて、無料サービスの見直しに

も取り組みます。

さらに、新たな財源確保として市有資産を活用した広告事業などに取り組みます。

３）外部の視点による評価を活用して財政を運営する

健全な財政運営を維持するため、必要が生じた場合には、外部人材による評価を受ける仕組み

を検討します。

４）わかりやすい財政情報を提供する

本市は、他市町村に先駆けて企業会計的手法に取り組み、施設別の行政コスト計算書などの財

務諸表を作成してきましたが、今後もこれらを活用しながら、自治体経営の『羅針盤』となるよ

うな市民に分かりやすい情報の提供に取り組みます。
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・

・

・

・

・

街灯LED化事業 【再掲】 道路整備課

【再掲】 企画政策課

②効率的な予算編成の確
立

財政課

未利用地の活用 【再掲】 財政課

下水道長寿命化推進事業 【再掲】

自治体経営編

４．健全な財政運営を進める

１）財政の健全化に取り組む

経常的経費については、意識改革や発想の転換、前例や慣行にとらわれない事務事業の改善を推進
し、抑制を図ります。特に、事務的コストや施設の管理運営費など、内部管理的経費の徹底した縮減
に取り組みます。また、人件費については、行政需要に対応した適切な職員数とするとともに、時間
外勤務の縮減を図るなど、できる限り抑制に取り組みます。

未利用の市有地などについては、積極的に貸付けや売却などを行い、財源の確保や管理コストの削減
に取り組みます。また、公金の運用にあたっては、安全かつ確実な運用を前提に、より利回りの高い
効率的な運用を図ります。

ファシリティマネジメントや公共施設等総合管理計画などをもとに、施設の長寿命化、省資源・省エ
ネルギー化を進めるなど、施設の品質の向上や維持管理の計画性、効率性の向上を図り、ライフサイ
クルコストの削減に取り組みます。

健全な財政運営を行うため、統計解析手法を用いた中・長期財政収支見通しのシミュレーションを適
宜行い、公表します。また、経営基盤の強化を図る手段として、地方公営企業会計を導入し、より市
民にわかりやすい財政情報を提供します。

入船北小学校の閉校に伴って中町地域に生まれる公共用地などの調査・検討を進めます。

公会計制度に基づく財政情報の活用推進

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

①予算編成の新たな工夫

経常的な経費の抑制 財政課

公営企業会計の導入

財政課

浦安型行財政経営システム推進事業

下水道課

「中・長期財政収支見通し」の策定 財政課

橋りょう長寿命化・耐震化修繕推進事業 【再掲】 道路整備課

③行政コストの適正化

財政課

④市有財産の活用

公共建築物の計画的な保全事業

未利用地の活用

営繕課

下水道課

公共施設等総合管理計画の策定

【再掲】

公金の運用

未利用財産の売却

財政課

企画政策課

財政課

未利用財産の売却 財政課

学校等施設総合管理方式の導入 教育施設課

入船北小学校跡利用調査検討事業
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事業内容
市が管理する橋りょうの適切な維持管理やライフサイクルコストの最小化を図るため、計画的な修繕を
行うとともに、東日本大震災後に改訂された道路橋示方書を踏まえ、橋りょうの耐震対策を実施します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

点検、診断
長寿命化修繕計画の修正
設計

事業番号
事業名 橋りょう長寿命化・耐震化修繕推進事業 【再掲】 担当課 道路整備課

47315

事業内容
下水道施設の適切な修繕やライフサイクルコストの最小化を図るため、長寿命化対策に関する計画を
策定し、予防保全的な管理や計画的な修繕を行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

管路調査（テレビカメラ）
計画策定

実施設計
実施設計
工事

事業番号
事業名 下水道長寿命化推進事業 【再掲】 担当課 下水道課

32221

事業内容
公民館や学校などの公共建築物を長期にわたり良好な状態で維持するとともに、管理コストの縮減や
平準化を図るため、ファシリティマネジメントを推進します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

導入
建築基準法第12条に基づく定期
点検（設備）

運用管理
建築基準法第12条に基づく定期
点検（設備）

運用管理
建築基準法第12条に基づく定期
点検（建物・設備）

③行政コストの適正化

事業番号
事業名 公共建築物の計画的な保全事業 担当課 営繕課

64131

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

固定資産調査・評価
固定資産調査・評価
法適化に伴う事務手続き
システム構築

事業名 公営企業会計の導入 担当課

事業内容
下水道事業の透明性を確保するとともに、経営基盤の強化を図る手段として、地方公営企業会計の導
入を行います。

事業番号

【計画事業】

①予算編成の新たな工夫

下水道課
64111
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(千円)

事業名

事業名

事業名 未利用財産の売却 財政課

公会計制度に基づく財政情報の活用推進 財政課

事業内容
総務省から示された統一的な基準による財務書類などの作成を進め、財政情報をより市民に
わかりやすく提供するとともに、その活用を推進します。

事業内容
民間活力の活用や職員の能力開発、あるいは再任用職員の活用などによって、職員数の抑
制を図るとともに、IT化の推進や事務事業の見直しを進めるなど、内部管理的経費を中心に
経費の抑制を図ります。

事業内容
活用されていない市有財産の把握を行うとともに、売却可能資産として決定された市有財産の
売却を行います。

浦安型行財政経営システム推進事業【再掲】 企画政策課

事業名 経常的な経費の抑制 財政課

事業内容
行政サービスの品質を高く保つための事業や予算のマネジメント強化を目標に、各部の運営
方針などの作成に取り組むとともに、施策や事業の成果や課題を可視化し評価する仕組みを
構築・運用します。

③行政コストの適正化

事業内容
道路・橋りょう・建築物などの公共施設などについて、長期的な視点から財政負担の平準化な
どに留意し、総合的かつ計画的に更新や長寿命化を図るうえでの具体的な方針を示した「公
共施設など総合管理計画」を策定します。

事業名 公共施設等総合管理計画の策定 財政課

【主要事業】

①予算編成の新たな工夫

事業名 「中・長期財政収支見通し」の策定 財政課

事業内容
毎年度、決算情報や人口などを用いたシミュレーションを行い、中・長期的な財政の見通しを
策定し、公表します。

○計画事業費

平成27年度 平成28年度 平成29年度 ３か年の合計

51,516 54,236 95,000 200,752

②効率的な予算編成の確立

④市有財産の活用

事業番号
事業名 入船北小学校跡利用調査検討事業 担当課 企画政策課

64141

事業内容
入船北小学校の跡利用については、利活用の範囲など前提条件の整理を踏まえた上で、提案を幅広く
募集して検討を進めます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

調査・検討 策定
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財政課

事業内容

事業内容
活用されていない市有財産の把握を行うとともに、売却可能資産として決定された市有財産の
売却を行います。

事業名 公金の運用 財政課

事業内容 市が保有する公金について、安全性や確実性など重視した運用を行います。

事業名 未利用地の活用 財政課

事業内容
「浦安市資産・債務改革の推進に関する指針」に基づき、未利用市有地について、貸付けなど
の有効活用に努めます。

事業名 未利用財産の売却【再掲】 財政課

④市有財産の活用

事業内容 市内街灯の電気量や維持管理コストの縮減を図るため、街路灯のＬＥＤ化を推進します。

事業名 学校等施設総合管理方式の導入 教育施設課

小中学校・幼稚園施設について、各施設の維持管理・維持補修に係る業務を一体的に民間事
業者へ委託する、総合管理方式を導入します。

事業内容
「浦安市資産・債務改革の推進に関する指針」に基づき、未利用市有地について、貸付けなど
の有効活用に努めます。

事業名 未利用地の活用【再掲】

事業名 街灯ＬＥＤ化事業【再掲】 道路整備課
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・

・

・

事業名 使用料・手数料などの見直し 財政課

事業内容
行政サービスにかかる経費について、受益者負担の原則のもと、適正な応分負担を求めてい
く観点から、無料としているものも含めて、使用料・手数料などの定期的な見直しを行います。

事業内容
「浦安市資産・債務改革の推進に関する指針」に基づき、未利用市有地について、貸付けなど
の有効活用に努めます。

事業名 広告事業の推進 広聴広報課／財政課

未利用財産の売却

事業名 市税などの徴収率の向上 収税課／国民健康保険課

事業内容
市有財産を広告媒体として活用する方法について幅広く検討し、広告料収入の新たな財源を
確保します。

事業名

【主要事業】

①市税などの徴収率の向上

②受益者負担の適正化

財政課

事業内容
独立採算の原則に基づき、特別会計内での事業の精査や、受益者負担の適正化などを通じ
て歳入歳出構造の改善を図りながら、一般会計からの繰入れの適正化に努めます。

特別会計繰入金の適正化

【事業体系】

事業

市税などの徴収率の向上

担当課

事業名 未利用地の活用【再掲】 財政課

自治体経営編

４．健全な財政運営を進める

２）安定した財源確保に取り組む

収税課／国民
健康保険課

③新たな財源の確保

【再掲】 財政課

事業内容
財政の基盤となる市税をはじめとする各種債権の確保及び納付の公平性の確保のため、債
権の適正な管理を行いながら、徴収率の向上に取り組みます。

③新たな財源の確保

財政の基盤となる市税収入を確保するとともに、納税の公平性を担保するため、市税徴収率の向上や
滞納繰越額の圧縮に取り組みます。また、市税以外の未納債権の回収強化に取り組みます。

市税などの徴収率の向上とともに、一般会計から特別会計への繰入金の適正化を図ります。また、受
益者負担の原則のもと、使用料・手数料や、減免基準などの見直しを含めた適正化を図ります。

安定した財政運営を図るため、市有財産を活用した広告事業や未利用市有地の活用など、新たな財源
の確保に取り組みます。

②受益者負担の適正化
財政課

計画事業・主要事業名

特別会計繰入金の適正化 財政課

①市税などの徴収率の向
上

使用料・手数料などの見直し

広告事業の推進
広聴広報課／
財政課

未利用地の活用 【再掲】 財政課

293



事業名 未利用財産の売却【再掲】 財政課

事業内容
活用されていない市有財産の把握を行うとともに、売却可能資産として決定された市有財産の
売却を行います。
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・

事業内容
予算・決算など財政状況の公表を行うとともに、今後、実質公債費比率や将来負担比率が本
市独自の早期健全化基準以上の比率となった場合、専門家などによる評価の導入を検討しま
す。

【主要事業】

①任意の外部による評価の検討

事業名 任意外部評価等の検討・導入 財政課

①任意の外部による評価
の検討

財政課任意外部評価等の検討・導入

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

自治体経営編

４．健全な財政運営を進める

３）外部の視点による評価を活用して財政を運営する

健全な財政運営を進めるため、外部による評価を実施します。
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・

固定資産調査・評価
法適化に伴う事務手続き
システム構築

事業名 「中・長期財政収支見通し」の策定【再掲】 財政課

事業内容
毎年度、決算情報や人口などを用いたシミュレーションを行い、中・長期的な財政の見通しを
策定し、公表します。

【主要事業】

①わかりやすい財政情報の提供

総務省から示された統一的な基準による財務書類の作成を進めることなどにより、「将来世代の負
担」や「行政コスト」などを表す情報を市民に積極的に、またわかりやすく提供します。

事業名 公会計制度に基づく財政情報の活用推進【再掲】 財政課

事業内容
総務省から示された統一的な基準による財務書類などの作成を進め、財政情報をより市民に
わかりやすく提供するとともに、その活用を推進します。

①わかりやすい財政情報
の提供

公営企業会計の導入 【再掲】 下水道課

自治体経営編

４．健全な財政運営を進める

４）わかりやすい財政情報を提供する

【再掲】 財政課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

「中・長期財政収支見通し」の策定 【再掲】 財政課

【計画事業】

①わかりやすい財政情報の提供

事業番号
事業名 公営企業会計の導入 【再掲】

公会計制度に基づく財政情報の活用推進

担当課 下水道課
64111

事業内容
下水道事業の透明性を確保するとともに、経営基盤の強化を図る手段として、地方公営企業会計の導
入を行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

固定資産調査・評価
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現状と課題

より良い市民サービスを安定的・継続的に提供するためには、それを支える職員を育成し、活用

していくことが重要です。

そのためには、職員一人ひとりが意欲を持って職務に取り組むことはもとより、常に問題意識を

持ち、「新たな付加価値の創造に意欲的に挑戦する」意識の醸成をはじめとした意識改革を実現す

ることや、行政サービスの担い手としての心構えや効率的で効果的な自治体運営を行うための経営

感覚を身につけることが必要です。限られた人財の中で職員一人ひとりの能力や可能性を充分に引

き出し、活用していくような中・長期的な方針を策定し、職員の能力を最大限に引き出しうる人財

育成や人事管理を推進していかなければなりません。

またこれにあわせて、市民ニーズに対応した柔軟かつ機動的な組織編成が必要です。

これまでも、限られた経営資源のなかで行政ニーズに効率的に応える組織づくりに取り組んでき

ました。

今後も、組織の横断的な連携を図るとともに、政策課題の迅速な解決を目指す組織体制の構築を

推進します。

５ 職員力・組織力を強化する具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）財産となる人財を育てる

行財政経営は、その経営資源として「人」「物」「金」「情報」があります。なかでも「人」に

ついては能力と意欲によって、その成果には大きな差異が生じます。そして「人」という経営資

源は、育成することによってさらに大きな成果を生むことから、高い能力と意欲を持ち、規律性

や倫理観のある職員をいかに確保・育成していくかが、今後の行政水準や提供するサービスの質

を大きく左右するものといえます。

そのため、出発点となる「人財確保」、職員の能力向上や自己実現を可能にする研修を中心と

した「人財育成・活用」などに取り組みます。

２）活力を生み出す職場づくりを進める

地方分権の進展や多様な市民ニーズに迅速かつ柔軟に対応するため、組織内のチームワークの

向上や組織間の連携促進など、さらにフレキシブルな組織運営を目指します。

仕事と家庭が両立できる環境づくりに取り組みます。また、心身ともに健康で生き生きと仕事

に取り組めるよう、的確な健康情報の提供や相談などの支援を行い、活力を生み出す職場づくり

を進めます。

３）やる気を高める仕組みをつくる

より高い目標へのチャレンジを促す制度を運用することで、職員個々のやる気を引き出すとと

もに、職員間で共通の目標を持つことにより、職場内のコミュニケーションを深めていきます。

また、職務や職責に応じた給与水準の設定、人事評価制度に基づく昇任や昇給など、職員の意

欲や能力、実績を適正に評価し処遇する制度を整備します。
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・

・

①多様な人財の確保

②職員を「人財」と位置付
けた様々な取り組み

職員研修の実施

人財の確保 人事課

マルチ職員の育成

事業名

事業名

②職員を「人財」と位置付けた様々な取り組み

事業内容
市職員として問題意識を持って新たな行政課題に対応するとともに、パイオニアとして浦安市
のあり方を考えることができるよう、自己啓発とともに、職場内外の研修を体系的に実施してい
きます。

事業名

事業名 スペシャリストの育成 人事課

事業内容
高度な専門性を有する行政課題などに適切かつ効果的に対応していくため、職員自身の適性
を見極めた上で、専門性の高いスペシャリスト職員への育成を図ります。

職員の年齢構成や職種を考慮し、計画的な職員の採用に取り組みます。

人事課

事業内容
各行政分野への計画的な配置換えに努め、所属セクション外の関連業務の知識も身につけた
職員を育成します。

事業内容
様々な行政需要に対し効率的に対応していくため、臨時的任用職員や任期付職員、再任用職
員を効果的に活用していくなど、多様な人財の確保に取り組みます。

事業名

適材適所の配置推進 人事課

人事課

計画的な職員採用の実施 人事課

事業内容

【主要事業】

職員研修の実施 人事課

①多様な人財の確保

スペシャリストの育成 人事課

マルチ職員の育成 人事課

担当課

計画的な職員採用の実施 人事課

人財の確保

人事交流の推進 人事課

人間性や創造性に優れた有能な人財を確保するため、人物や適性などをより重視した試験制度を推進
します。また、社会の高度化・複雑化に対応するため、任期付職員や社会人経験者の採用など、多様
な人財の確保に取り組みます。

行政水準や提供するサービスの質を高めるため、「人」という行政資源の育成に努めます。職員一人
ひとりが、意欲や能力、実績に応じたキャリア形成が図れるよう、適正な職員配置や人事研修、人事
交流などに取り組みます。

自治体経営編

５．職員力・組織力を強化する

１）財産となる人財を育てる

人事課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名
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人事課

事業内容
職員の幅広い見識を養うため、国や千葉県、他市町村、民間企業などとの人事交流を推進し
ます。

事業名 適材適所の配置推進 人事課

事業名 人事交流の推進

事業内容
様々な職場経験を通じた各職員の能力開発に加え、業務をより効率的に執行していくため、職
員の持つ経験や能力に応じた職員配置を行います。
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・

・

②いきいきと働ける職場づ
くり

事業名 健康管理体制の充実 人事課

事業内容
職員が心身ともに健康で職務に専念できるよう、職員の健康相談やメンタルヘルス対策など、
健康管理体制の充実を図ります。

②いきいきと働ける職場づくり

事業内容
意思決定の過程を簡素化し業務の執行を迅速化するため、各部課長への庁内分権（庁内権
限委譲）をさらに推進します。

事業名 ワーク・ライフ・バランスの推進 人事課

事業内容
男女ともに、仕事と家庭を両立できる職場環境の一層の充実を図ります。
また、職員一人ひとりが生き生きと働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活な
どにおいても、自らの希望に沿った多様な生き方が実現できる職場環境づくりを推進します。

事業名 課題解決型組織の構築(施策推進・マネジメント強化) 総務課／人事課

事業内容
施策に基づいて組織を構築するとともに、施策の進捗度やその時々の行政課題に応じた見直
しを行うことで、常に効果的で効率的な組織編成を維持します。

事業名 庁内分権（権限委譲）の推進 総務課／人事課

【主要事業】

①機動的かつフレキシブルな組織体制の確立

事業名 プロジェクトチームの活用 総務課／人事課

事業内容
緊急あるいは重要な課題に迅速に対応するため、課題解決を目的としたプロジェクトやタスク
フォースを積極的に活用していきます。

総務課/人事課

健康管理体制の充実 人事課

福祉厚生制度の実施 人事課

計画事業・主要事業名 担当課

ワーク・ライフ・バランスの推進 人事課

①機動的かつフレキシブル
な組織体制の確立

プロジェクトチームの活用 総務課/人事課

課題解決型組織の構築（施策推進・マネジメント強化）

意思決定の迅速化や適正な組織規模の実現、庁内分権の実施に向けた組織改革を進め、これまでの
「管理型」から目的志向の「経営型」組織への転換を推進します。また、組織運営をより機動的なも
のとするため、緊急の課題に素早く対応するためのプロジェクトやタスクフォースの活用や、多様化
する市民ニーズや行政課題に即応した組織の再構築を進めます。

職員一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域
生活などにおいても、自らの希望に沿った多様な生き方が選択・実現できる職場環境づくりを推進し
ます。また、心身ともに健康で生き生きと仕事に取り組めるよう、職員の健康管理について的確な情
報の提供や相談などの支援を行います。

自治体経営編

５．職員力・組織力を強化する

２）活力を生み出す職場づくりを進める

庁内分権（権限委譲）の推進 総務課/人事課

【事業体系】

事業
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事業名 福利厚生制度の実施 人事課

事業内容 職員が生き生きと安心して仕事ができる福利厚生制度の運用に取り組みます。
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・

・

事業内容
評価結果（勤務実績）を処遇へ反映する人事評価制度の実施に向け、面談や評価結果の本
人への開示、苦情相談などの制度の構築に取り組みます。

事業名 職員提案制度の推進

事業名 目標による管理を活用した業績評価 人事課

目標による管理を活用した業績評価

企画政策課

事業名 人事評価制度の見直し 人事課

【主要事業】

①やる気を高める仕組みをつくる

人事課

計画事業・主要事業名 担当課

事業内容
業務上の目標を掲げ、目標達成に向けて業務に取り組み、また、その成果を適切に評価する
ことで職員の意欲を向上させ、業務の効率化を図ります。

①やる気を高める仕組みを
つくる

事業内容
日々の業務改善への取組を奨励することで、職員の改善意欲を引き出すとともに、庁内にお
ける業務改善のノウハウ共有や市民ニーズへの対応強化を図ることを目的として、職員提案
制度の充実を図ります。

人事評価制度の見直し 人事課

自治体経営編

５．職員力・組織力を強化する

３）やる気を高める仕組みをつくる

職員提案制度の推進 企画政策課

職務や職責に応じた給与水準の設定、人事考課制度に基づく昇任や昇給の実施など、職員の意欲や能
力、実績を適正に評価し処遇する制度の整備を推進します。

職員の日常業務に関する改善意欲を高める仕組みとして、職員が自主的に行った業務改善を評価・表
彰する職員提案制度の充実に取り組みます。

【事業体系】

事業
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現状と課題

行政手続きのオンライン化や情報システムによる業務効率化など、情報化に関する取組を着実

に推進してきましたが、行政サービスの高度化や市民の利便性向上を図るため、利用者の立場に

立った情報システムの充実・強化が必要となっています。

また、平成 27 年 10 月には、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現

することを目的として「社会保障・税番号（マイナンバー）」制度が導入されることから、制度

の運用に向けた対応が求められています。

さらには、近年スマートフォンの普及やＳＮＳの隆盛などにより、誰もがインターネットを通

じて様々な人と交流を持ったり、情報発信をしたりすることができる環境が急速に整ってきてい

ます。一方、ボランティア団体やＮＰＯ法人など、行政以外で地域の社会活動に参画する主体も

増加してきています。このようなことから、市と市民との協働や市民相互の交流を促進するため

にも、情報環境の整備が望まれています。

また、行政の簡素化や効率化を図るため、情報システムを適正に調達していくことや情報シス

テムの管理、運用をより効率的かつ効果的に行っていくことが必要です。

さらに、外部監査制度の導入や技術的な情報セキュリティ対策の強化を行うとともに、個人情

報保護条例の適切な運用や情報セキュリティポリシーの評価と見直しを継続的に行っています

が、日々進展する情報化技術に伴い、市が管理するデータやシステムなどの情報資産を様々な脅

威から保護するため、実効性のある対策の充実が求められています。

６ 新たな情報環境を整備する具体的

施 策６ 新たな情報環境を整備する具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）快適な市民生活を支援する

市民の利便性の向上や事務の効率化を図るため、申請や届出など行政手続のオンライン化を進

めるとともに、住民票の写しや印鑑登録証明書、課税（非課税）証明書のコンビニエンスストア

での交付などに取り組みます。

また、市民の安全・安心の確保や危機管理の観点から、犯罪の未然防止と災害時の情報提供手

段の充実・強化を図ります。

２）協働の環境づくりを支援する

行政情報の積極的な提供や公開により行政の透明性を向上させるとともに、幅広い市民の意見を行

政へ反映していくため、インターネットの即時性や利便性を活かした市民意見の収集・分析に取り組

みます。

また、市民相互のコミュニケーションの活性化や市民活動の活発化を図り、市民の学習機会を拡充

できるよう、ＩＣＴを活用し、市民と行政の協働につながる環境づくりを進めます。

３）行政の簡素化と効率化を進める

行政の効率性や国民の利便性を高め、より公平・公正な社会を実現するための社会基盤として

導入される「社会保障・税番号（マイナンバー）」制度について、本市でも円滑な導入を図ると

ともに、独自利用策についても検討を進めます。

情報システムの調達にあたっては、システム導入による費用対効果などの事前検討を十分に行

った上で、期待した効果が得られるよう現状業務の分析を実施するとともに、またライフサイク

ルコストが高くならないよう、開発管理や進捗管理、品質管理、さらには定期的な振り返り評価

を的確に行います。

また、市民から寄せられた情報やアンケートなどと、市が保有する地図情報を活用して、施策

や事務事業の分析・検討を行うほか、地図情報を二次利用が可能な形で提供するなど、統合型地

理情報システムの活用を推進します。

４）情報セキュリティ対策を強化する

近年、職員や業務委託先の従業員のパソコンなどの盗難やウィルス感染により、地方公共団体

が保有する個人情報が漏えいするなどの事案が全国的に発生しています。本市ではこのような事

案が発生しないよう、より一層情報セキュリティ対策の徹底に努めます。

また、情報セキュリティに対する脅威、脆弱性や対策技術は日々変化しており、情報セキュリ

ティ対策全般にわたる実効性の評価や見直しを行うことが重要です。このため、情報セキュリテ

ィ監査を引き続き適切に実施し、情報セキュリティ対策の水準を持続的に向上させていくととも

に、最新の技術を活用した情報セキュリティ対策を行っていきます。

さらに、情報資産を取り扱う職員に情報セキュリティの意識を保持させるため、引き続き研修

を実施します。
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・

・

・

・

①電子申請の推進

②暮らしをいろどる情報の
提供

③災害情報の提供と防犯
対策の充実

災害時情報伝達事業 【再掲】

子育てポータルサイトの充実 【再掲】

事業内容
社会保障や税の効率性、透明性を高め、市民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するため、
社会保障・税番号（マイナンバー）制度の円滑な導入を図ります。また、さらなる市民サービスの向上を目
指して、本市独自の利活用を検討し、実施します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

導入
個人番号カード交付（平成28年１
月～）
独自利用の検討

独自利用の検討
独自利用の開始

マイポータル運用開始

事業番号
事業名

社会保障・税番号（マイナンバー）制度
の導入

【再掲】 担当課
総務課／情報政策課／
市民課66311

事業内容
マイナンバー制度の導入に伴い、住民票の写しや印鑑登録証明書、課税（非課税）証明書のコンビニ交
付を実施します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

システム構築
システム構築
実施

実施

【計画事業】

②暮らしをいろどる情報の提供

事業番号
事業名 各種証明書のコンビニ交付サービス 担当課

情報政策課／市民税課
／市民課66121

防災課

公共空間犯罪対策事業 【再掲】 防犯課

各種証明書のコンビニ交付サービス

社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入

電子資料提供サービス事業 【再掲】 中央図書館

こども課

情報政策課

情報政策課／
市民税課／市
民課

総務課／情報
政策課／市民
課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

【再掲】

電子申請等推進事業

市民の安全・安心の確保や危機管理の観点から、犯罪の未然防止と有事の際の活用を考慮した情報機
器の運用、災害時の情報提供手段の確保・強化を図ります。

インターネットを通じて、申請書などの様式をダウンロードしたり、申請や届出などが行えるサービ
スを引き続き実施します。

社会保障・税番号（マイナンバー）制度の円滑な導入に向け、法定事務となる個人番号の利用や個人
番号カードの交付に向けた準備を進めるとともに、本市独自の効果的な利用策について検討を進め、
市民の利便性のさらなる向上を図ります。特に、個人番号カードの独自利用策の一つとして、住民票
の写しや印鑑証明書など公的な証明書のコンビニエンスストアでの交付を開始します。

市民が必要なときに、暮らしやまちづくりなどの行政情報が得られるよう、様々なプラットフォーム
において情報を提供します。

自治体経営編

６．新たな情報環境を整備する

１）快適な市民生活を支援する
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(千円)

②暮らしをいろどる情報の提供

事業名 公共空間犯罪対策事業【再掲】 防犯課

事業内容
公共空間での犯罪の発生抑止などを目的にネットワーク化した24台の防犯カメラの運用を図り
ます。

事業名 災害時情報伝達事業【再掲】 防災課

事業内容 防災行政用無線の補完対策として、防災ラジオの有償配布を実施します。

③災害情報の提供と防犯対策の充実

事業名 子育てポータルサイトの充実【再掲】 こども課

事業内容
妊娠中や子育て中の保護者が、子育て支援に関する情報を、官民問わず、幅広く、簡単に入
手できるよう、子育てポータルサイトの内容や機能の充実に取り組みます。

【主要事業】

①電子申請の推進

事業名 電子申請等推進事業 情報政策課

事業内容
市民が自宅などから申請書などの様式が取得できるよう、ダウンロードサービスの拡充を図る
とともに、直接、申請や届出が行えるオンラインサービスの拡充を図ります。

○計画事業費

平成27年度 平成28年度 平成29年度 ３か年の合計

42,623 16,034 22,034 80,691

事業内容
震災情報を収集するとともに、その利活用を促進するため、引き続き震災アーカイブの構築に取り組み
ます。また、地域資料や行政資料などの利活用を推進するため、新たな資料の収集、保存、活用方法の
あり方として、電子資料に関する研究を進めます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

震災状況のアーカイブ化（データ
収集・システム収納）

震災状況のアーカイブ化（データ
収集・システム収納）

震災状況のアーカイブ化（データ
収集・システム収納）

事業番号
事業名 電子資料提供サービス事業 【再掲】 担当課 中央図書館

47141
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・

・

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

調査・研究
整備
運用

運用

インターネットを活用した市民意識調査事業 【再掲】 広聴広報課

【計画事業】

①市民ニーズの把握と充実した市政情報の提供

事業番号
事業名 デジタルサイネージ整備事業 【再掲】 担当課

【再掲】 協働推進課

アンケート分析システムの活用【再掲】 広聴広報課

事業内容
より的確に市民の声を市政に反映させるため、テキストマイニング機能を備えたアンケート分
析システムの積極的な活用と庁内への普及啓発を図ります。

事業名

【主要事業】

①市民ニーズの把握と充実した市政情報の提供

担当課

②市民の学習機会や活動
機会の充実

生涯学習情報提供システムの運用 【再掲】 生涯学習課

①市民ニーズの把握と充
実した市政情報の提供

デジタルサイネージ整備事業

計画事業・主要事業名

【再掲】

広聴広報課

事業内容
市民の意識や意向を把握し、市政に反映できるよう、インターネットの特性や即時性を活かし
た、インターネット市政モニター（Ｕモニ）によるアンケート調査を継続的に実施します。

事業名 インターネットを活用した市民意識調査事業【再掲】 広聴広報課

「まちづくりポータルサイト」の構築

広聴広報課
63121

事業内容
非常時における緊急情報や平常時における本市に関する情報の発信のため、本市におけるデジタルサ
イネージの整備・運用に取り組みます。

アンケート分析システムの活用

自治体経営編

６．新たな情報環境を整備する

２）協働の環境づくりを支援する

広聴広報課

【事業体系】

事業

社会教育団体の情報発信や市民の生涯学習活動を支援するため、生涯学習の情報提供に関するシステ
ムを運用します。

インターネット市政モニター(Ｕモニ)やアンケート分析システムの活用により、市民の意識や意向の
的確な把握や効果的な分析を行い、施策や事業の推進に役立てるとともに、市民に分かりやすい情報
提供に努めます。

【再掲】

308



生涯学習課

「まちづくりポータルサイト」の構築【再掲】 協働推進課事業名

事業内容
市民の生涯学習活動を支援するため、講座やイベント、サークルなどの情報を一元的に提供
する「まなびねっとＵＲＡＹＡＳＵ」を運用します。

②市民の学習機会や活動機会の充実

事業内容
多様な主体間の協働を推進するため、市民、団体、学校、法人、行政などの様々な協働の担
い手が、地域情報について発信し共有できるような「まちづくりポータルサイト」を構築します。

事業名 生涯学習情報提供システムの運用【再掲】
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・

・

・

(千円)

事業内容
各課が情報システムの更新を行う際、業務分析を行い、業務プロセスの見直し改善を図ったう
えで、最適な情報システムを導入できるよう支援します。また、導入後は、各課にシステム導入
の効果を評価してもらい、次の更新に活かします。

事業名 情報システム調達指針に基づく業務分析の促進 情報政策課

【主要事業】

①情報システムの安定稼働と効率的な管理

○計画事業費

平成27年度 平成28年度 平成29年度 ３か年の合計

75,170 71,066 71,066 217,302

事業内容
社会保障や税の効率性、透明性を高め、市民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するた
め、社会保障・税番号（マイナンバー）制度の円滑な導入を図ります。また、さらなる市民サービスの向
上を目指して、本市独自の利活用を検討し、実施します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

導入
個人番号カード交付（平成28年１
月～）
独自利用の検討

独自利用の検討
独自利用の開始

マイポータル運用開始

【計画事業】

①情報システムの安定稼働と効率的な管理

事業番号
事業名

社会保障・税番号（マイナンバー）制度
の導入

担当課
総務課／情報政策課／
市民課66311

総務課／情報
政策課／市民
課

情報システム整備計画策定事業 情報政策課

情報システム調達指針に基づく業務分析の促進 情報政策課

統合型地理情報システム推進事業 情報政策課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

①情報システムの安定稼
働と効率的な管理

社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入

統合型地理情報システム（ＧＩＳ）をもとに、各課が所有する様々な空間情報や市民から寄せられる
地図情報を集約し、全庁的な活用を推進することにより、各課の施策立案や事務事業の効率化を実現
します。

情報セキュリティ対策の向上や情報システムの安定稼動、情報システムの管理、運用にかかるコスト
削減を図るため、本市独自のプライベートクラウド、「Ｕクラウド」化を推進します。

社会保障・税番号（マイナンバー）制度の円滑な導入に向け、法定事務となる個人番号の利用や個人
番号カードの交付に向けた準備を進めるとともに、本市独自の効果的な利用策について検討を進め、
行政サービスの効率化、手続きの簡素化を図ります。

自治体経営編

６．新たな情報環境を整備する

３）行政の簡素化と効率化を進める
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事業名 統合型地理情報システム推進事業 情報政策課

事業内容
情報システムの更新や調達がより効果的に進められるよう、既存システムの統合や更新時期
などをまとめた情報システム整備計画を毎年度策定し、運用していきます。

事業内容
業務の効率化や市民と行政との情報共有の促進に寄与することを目的として、市民から寄せ
られた情報や市が所有するデータを必要に応じ地図情報として蓄積し、施策や事務事業の分
析・検討を行うなど、統合型地理情報システムの一層の活用に取り組みます。

事業名 情報システム整備計画策定事業 情報政策課
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・

情報政策課

本市が所有する情報や情報システムなどの情報資産を不正アクセスやウイルスなどの脅威から守るた
め、情報セキュリティポリシーに基づき、人的セキュリティ対策や物理的セキュリティ対策、また技
術的セキュリティ対策など様々な対策を行います。

自治体経営編

６．新たな情報環境を整備する

４）情報セキュリティ対策を強化する

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

①情報セキュリティ対策の
推進

事業名 情報セキュリティ対策事業 情報政策課

事業内容
市が所有する情報資産を様々な脅威から保護するため、技術的対策やセキュリティ監査を実
施するとともに、職員の意識向上を目的とした研修や内部監査を行います。

【主要事業】

①情報セキュリティ対策の推進

情報セキュリティ対策事業
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