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勝 浦 市 行 政 改 革 大 綱 
 

第１ 行政改革大綱策定の趣旨 
 

１ これまでの取組 

本市では、昭和６１年１０月に「勝浦市行政改革大綱」を策定し、その後数次にわた

って大綱の策定を重ね、行政改革を推進してきました。 

平成１７年３月に「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」が総

務省から示され、集中改革プランの策定が義務付けられたことから、本市においても将

来に耐えうる行政改革を行うための指針として、「勝浦市行政改革大綱２００５」及び

これに基づく実施計画を策定し、簡素で効率的な行政運営を推進、実行してきました。 

その後、平成２３年には「勝浦市行政改革大綱２０１１」を、平成２６年には「勝浦

市行政改革大綱２０１４」を策定し、市民と協働のまちづくり、効率的な行政運営及び

健全な財政運営を重点項目に掲げて、行政改革に取り組んできました。 

 

■これまでの行政改革の主な取組み経過 

昭和６１年度～ 勝浦市行政改革大綱 

小中学校用務員の廃止、国民宿舎「鳴海荘」の廃止、ごみ・し尿収集運搬業務民間委託、ＯＡ 

化等事務改善の推進等 

平成９年度～ 勝浦市新行政改革大綱 

介護保険制度に対応した組織改編、給食配送業務等民間委託の推進、行政手続条例・情報公開 

条例の制定、市ホームページの開設等 

平成１７年度～ 勝浦市行政改革大綱２００５ 

行政手続きの電子申請・電子入札、公の施設の指定管理者制度導入、定員管理適正化による人 

件費抑制、情報の積極的開示等 

平成２３年度～ 勝浦市行政改革大綱２０１１ 

市民参加と協働の推進、市民会議の設置、市長への手紙事業、行政評価制度の導入、東日本大 

震災を踏まえた保育所の再編･整備の推進、財政健全化計画策定等 

平成２６年度～ 勝浦市行政改革大綱２０１４ 

学校給食共同調理場（調理業務）の民間委託についての検討、県への職員派遣、任期付職員の 

採用、企業誘致の推進に係る準備体制の強化、移住・定住事業の推進、ふるさと納税の推進、 

小・中学校の統合等 
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２ 現状と行政改革の必要性 

(１) 本市を取り巻く情勢 

① 人口の減少と少子高齢化の進展 

本市の人口は、昭和３３年の３１，４００人をピークに減少を続け、平成２８年 

１０月末現在の人口は１８，５９８人となっており、国立社会保障・人口問題研究 

所によると、２０４０年（平成５２年）には１３，３３６人と推測されています。 

また、総人口に占める年少人口（１５歳未満の人口）、老年人口（６５歳以上の 

人口）は、平成２年の３，８３６人、４，６２１人から平成２７年には１，４７７ 

人、７，１７５人とそれぞれ減少、増加が著しく、この少子高齢化は、今後さらに 

進むことが予想されます。 

 

■年齢３区分人口及び比率      （上段：人口（人）・下段：構成比（％）） 

年度 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H52 

年少人口 

0～14歳 

3,836 3,209 2,542 2,090 1,762 1,477 846 

15.2 13.2 10.9 9.4 8.5 7.6 6.4 

生産年齢人口 

15～64歳 

16,829 15,784 14,704 13,699 12,250 10,819 7,020 

66.5 64.9 63.3 61.7 58.9 55.6 52.6 

老年人口 

65歳以上 

4,621 5,335 5,989 6,409 6,775 7,175 5,470 

18.3 21.9 25.8 28.9 32.6 36.8 41.0 

合計 25,286 24,328 23,235 22,198 20,787 19,471 13,336 

「勝浦市人口ビジョン」から抜粋    

② 本市の財政状況 

   本市では、これまで指定管理者制度の導入、定員適正化に伴う職員削減、内部経 

費の削減などをはじめ、事務事業の見直しを図り、効率的な財政運営に努めてきま 

したが、人口減少や若者流出に伴う生産人口（１５歳以上６５歳未満）減少の影響 

により、市税収入は微減傾向が続き、歳入予算の財源を地方交付税や国県の補助金 

に依存しています。 

また、人口減少と少子高齢化の進行に伴い、歳出面においては、今後、保健･福 

祉･医療等、社会保障関連経費の増加が見込まれています。 

本市においては、今後も厳しい財政運営となることが見込まれ、必要な財源を確 

保するため、行政改革を継続する努力や、事務事業に対する創意工夫を不断に行い 

将来的に持続可能な財政基盤を構築することが課題となっています。 
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■性質別歳入の推移 （普通会計）               （単位：千円） 
 

年  度 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

自
主
財
源 

市税 2,194,909 2,121,884 2,142,457 2,122,253 2,093,248 

分担金及び

負担金等 1,019,787 1,310,390 1,449,885 2,351,617 1,434,527 

寄附金 4,521 62,839 13,238 115,162 301,240 

小 計 3,219,217 3,495,113 3,605,580 4,589,032 3,829,015 

依
存
財
源 

国庫支出金等 1,226,836 1,258,676 3,061,942 1,972,464 1,358,083 

地方交付税 2,662,066 2,533,275 2,522,298 2,456,514 2,585,774 

市債 471,901 567,631 2,010,484 1,672,892 515,475 

その他 369,478 331,164 340,809 363,238 506,416 

小 計 4,730,281 4,690,746 7,935,533 6,465,108 4,965,748 

合  計 7,949,498 8,185,859 11,541,113 11,054,140 8,794,763 

自主財源の減少は、財政運営の自由度や安定度を低下させることから、経済情勢 

の変化や新たな行政需要に的確に対応するためには、自主財源の一層の確保が必要 

です。 

 

  ■性質別歳出の推移 （普通会計）               （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   人件費・扶助費・公債費で構成される義務的経費は、その増加により歳出の硬直 

化を招く要因とされています。 

 高齢化の進展に伴い、今後、扶助費の増加が見込まれています。 

 

 

 

 

年 度 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

人件費 1,746,098 1,747,175 1,680,021 1,719,711 1,738,055 

扶助費 1,140,069 1,143,744 1,126,019 1,171,740 1,061,796 

公債費 902,253 862,048 864,482 898,270 871,165 

義務的経費計 3,788,420 3,752,967 3,670,522 3,789,721 3,671,016 

普通建設事業費 462,376 573,893 3,385,561 3,062,140 353,076 

その他 3,229,906 3,346,793 3,922,696 3,697,814 4,333,308 

合 計 7,480,702 7,673,653 10,978,779 10,549,675 8,357,400 
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（２）国からの業務改革に関する助言 

平成２７年６月３０日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015」 

について、平成２７年８月２８日付けで総務大臣から厳しい財政状況下において引 

き続き質の高い公共サービスを効率的・効果的に提供するためにはＩＣＴ（情報通 

信技術）の徹底的な活用や民間委託等の推進などによる更なる業務改革の推進が必 

要であると助言通知がありました。 

また、平成２８年６月２日には、新たに「経済財政運営と改革の基本方針2016」 

が閣議決定され、本市ではこれを踏まえた行財政改革を進める必要があります。 

 

（３）行政改革の必要性  

国が人口減少と地域経済縮小を克服するため「地方創生」を推進するなか、本市 

は人口減少に歯止めをかけるとともに、住み良い環境を確保し、将来にわたって活 

力ある社会を維持していくため、平成２７年１０月に「勝浦市まち・ひと・しごと 

創生総合戦略」を策定しました。 

本市においては、「勝浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、人口減 

少を抑えるとともに、持続可能な財政運営と継続的な行政サービスの向上を両立さ 

せ、平成２９年度から始まる「勝浦市総合計画・後期基本計画」の実現に向け、更 

なる行財政改革への取組みが必要と考えられます。 
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第２ 行政改革の取組 

 

１ 基本的な考え方 

市では、自然環境、産業、伝統文化など豊富な地域資源を守り、活かしながら、 

次代を担う子どもたちの笑顔があふれ、市民が生き生きと働き、お年寄りが安心し 

て暮らせる「海と緑と人がともに歩むまち“元気いっぱい かつうら”」の実現に 

向け、本市の行政運営の最上位計画である「勝浦市総合計画」に掲げる各種施策を 

推進します。 

今後、上記計画における諸施策を着実に推進していくためには、安定した行財政 

基盤を確立するとともに、限られた行財政資源を効果的・戦略的に活用して、最少 

の経費で最大の効果を追求し、多様化・高度化する市民ニーズに柔軟に対応する行 

財政運営体制を構築することが必要です。 

このため、平成２９年度以降においても、これまでの行政改革の歩みを止めるこ 

となく、全庁を挙げて行政改革に取り組むこととし、新たに「勝浦市行政改革大綱 

２０１７」を策定するものです。 

 

■各計画の期間 

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 

勝浦市総合計画 基本構想（12年間） 

前期基本計画（6年間） 後期基本計画（6年間） 

第1次実施計画 第2次実施計画 第3次実施計画 第4次実施計画 

行政改革大綱2011 行政改革大綱2014 行政改革大綱2017（6年間） 

 財政健全化計画 財政計画 

 

 

 

２ 基本方針 

勝浦市総合計画・基本構想では、まちづくりの基本理念の一つとして「市民と行 

政が知恵と力を出しあって行動する協働のまちづくり」を掲げ、その基本方針の一 

つである「効率的な行財政と市民との協働によるまちづくり」の中で、「行財政改 

革の推進」及び「時代に即した行政運営」を行うこととしています。 
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これを受け、本大綱では以前からの計画である「勝浦市行政改革大綱２０１１」 

及び「勝浦市行政改革大綱２０１４」を踏襲し、次の３つの重点項目を基本理念と 

し、地方創生への新たな取り組みを加えた行政改革に取り組みます。 

 

○ 市民と協働のまちづくりの推進 

○ 効率的な行政運営 

○ 健全な財政運営 

 

３ 計画期間 

「勝浦市行政改革大綱２０１７」の計画期間は、「勝浦市総合計画 後期基本計 

画」との整合性を図り、平成２９年度から平成３４年度までの６年間とします。 

 

４ 推進体制 

（１）構成 

行政改革を推進していくために、市長、副市長、教育長及び各課長で組織する「 

  勝浦市行政改革推進本部」が中心となり、全ての職員が全庁的体制で取り組むほか 

市内関係団体の代表者で組織する「勝浦市行政改革推進懇話会」の意見を聞きなが 

ら策定します。 

また、勝浦市行政改革推進本部は、行政改革大綱及び実施計画に基づく取組事項 

とその達成時期を明確に示し、行政改革の趣旨などについて、職員へ周知徹底を図 

るとともに、実施のために必要な調整や進行管理を行います。 

 

（２）実施計画 

勝浦市行政改革大綱２０１７に掲げる推進項目について、具体的な取組を「実施 

計画」として位置付け、３年ごとに見直します。 

 

（３）実施状況報告・公表 

本大綱及び実施計画の推進状況等については、毎年、その内容や取組み状況につ 

いて広報かつうらやホームページなどを通じて広く市民に公表します。 
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第３ 行政改革の推進項目 

 

１ 市民と協働のまちづくりの推進 

人口減少や少子高齢化の進行など急激な社会環境の変化に伴い、多様化・高度化 

する市民の要望に対し、柔軟かつ適切な市政運営を行うためには、行政だけでは困 

難な状況にあります。 

   このため、市ではこれまで以上に市民参加の促進を図り、市民と行政がそれぞれ 

公共・公益的な役割を担いながら、それぞれの地域の特性を活かした市民との協働 

のまちづくりを推進します。 

 

（１）市民参加と協働の推進 

   市民と行政の協働によるまちづくりを実現するため、広報かつうらやホームペー 

ジ等により市政情報を発信し、市民会議の開催、市長への手紙事業、パブリックコ 

メントの実施等により公聴活動を行い、市民との市政情報の共有化を図り、市民の 

まちづくりへの参加意識の高揚を促進しています。 

   これからは、行政だけで解決できない地域課題の解決に向け、社会福祉協議会、 

自主防災組織、ＮＰＯ法人及びボランティア団体との連携を促進し、市民がまちづ 

くり活動に参加しやすくなるよう、これら諸団体の活動の支援、育成に取り組みま 

す。 

 

（２）男女共同参画社会の形成 

   男女が平等に社会活動に参加し、政策決定の場などに参画できる環境整備が求め 

られているなか、男女共同参画計画に基づき、各種研修会やセミナーへの参加や行 

政の附属機関における女性委員の登用に努めてきました。 

   今後は、女性が家庭や職場、地域、政策決定の場など、あらゆる機会に参加でき 

る体制づくりを推進し、さらなる男女共同参画社会の形成に努めます。 

 

 

 

 

 

 



勝浦市行政改革大綱２０１７ 

- 8 - 

 

２ 時代に即した行政運営 

   社会経済情勢をはじめとして市政を取り巻く環境は、時代とともに大きく変化し 

ており、これらの変化に迅速かつ的確に対応し、市民の信頼に応えていかなければ 

なりません。また、限られた財源や人材などの行政資源を最大限に活用しながら、 

市民の視点と感覚を取り入れ、最小の経費で最大の効果が発揮できるよう、効率的 

で効果的な行政運営の確立が必要です。 

そのため、行政組織の見直しや、職員の資質・能力の向上など、効率的で機動的 

な行政体制の確立は基より、市の施策の見直しや行政運営に民間経営の視点と発想 

を取り入れ、成果を重視した行政経営システムを確立していくほか、技術の進歩を 

踏まえた情報通信技術の活用等を推進して、サービスの質や利便性の向上を図りま 

す。 

 

（１）事務事業の見直し 

限られた財源の下で、多様化・高度化する市民ニーズに迅速かつ的確に対応する 

ため、従来の事務事業について、行政効率や効果の観点から、絶えず事業の必要性 

、重要性、効率性、妥当性などの再点検を行い、見直しや廃止、統合を行います。 

また、国が示した「経済財政運営と改革の基本方針２０１６」を踏まえ、関連事 

案について調査研究を推進します。 

 

（２）公共施設の再編と効率的運営 

人口減少や少子高齢化に伴い、小中学校の再編、認定こども園の開設は、教育の 

振興と子育て支援の充実及び経常経費の削減の観点から、非常に重要な取組みの一 

つと位置づけられます。 

 公共施設等の老朽化対策については、「勝浦市公共施設等総合管理計画」に基づ 

き、長期的な視点に立って、更新、統廃合、長寿命化などを計画的に実施すること 

で財政負担の軽減等を図ります。 

 また、サービスの向上と効率的運営の観点から、引き続き指定管理者制度を活用 

していきます。 

 

（３）行政組織の見直し 

少子高齢化の進展、行政に対する市民ニーズの多様化、国等による制度改正、目 

まぐるしく変動する経済状況の中で、これらに柔軟に対応できる組織・機構体制の 
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整備が必要となっています。 

そのため、今後も行政改革の推進や政策機能の充実などを主たる目的として、市 

民の期待に的確かつ迅速に応えることのできる簡素で効率的な組織・機構への再編 

と横の連携による柔軟な組織･体制といった相互連携に努めます。 

 

（４）定員管理の適正化 

行政課題や社会情勢の変化に弾力的かつ的確に対応するため、事務事業の見直し 

、組織・機構の簡素合理化、民間委託、情報通信技術の活用等効率的な行政運営に 

より職員数を抑制するとともに、定員適正化計画に基づき、計画的な定員管理を図 

ります。 

 

（５）人材の確保 

市民ニーズ、社会ニーズの多様化・高度化に対応するため、企画力や政策形成能 

力、法務能力など多種多様な能力が職員には求められており、それらに応じた多様 

な人材の確保・育成は喫緊の課題です。 

市では、人材育成基本方針に基づき分野ごとの研修の充実、自己申告制度などを 

活用し、人材育成に努めていますが、さらに専門知識を有する任期付職員の登用や 

職員の再任用制度の活用、県への職員派遣等により高度化する事務への対応を図り 

ます。 

 

（６）情報処理システム等の活用 

協働のまちづくりを推進するためには、住民と行政との情報共有が最も重要とな 

ります。そのため、個人情報の適正な管理に配慮しつつ、情報通信技術を積極的に 

活用して、防災や行政情報の提供を充実させます。 

また、国、県では、情報通信技術を活用した電子政府等の構築が進められていま 

す。これを受けて、地方公共団体でも情報基盤の整備を図り、情報通信技術化時代 

の行政サービスの整備を進めていく必要があります。 
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３ 健全な財政運営 

厳しい財政状況と市民ニーズの多様化・高度化や少子高齢化の進展に伴い、新た 

な市民ニーズに的確に対応するために、将来を見据えたまちづくりを着実に進めて 

いかなければなりません。 

そのため、行財政運営基本原則である最小の経費で最大の効果を上げることを目 

標に、計画的な財政健全化策とさらなる業務の効率化を推進するため、財政状況を 

市民に明らかにしながら、将来にわたって財政の健全化を堅持していきます。 

また、事務事業の徹底した見直し等による経費の節減・合理化を図るとともに、 

健全な財政を推進するため財源の確保に努めます。 

 

（１）財政の健全化 

人口の減少や少子高齢化により生産人口が減少していることから、本市の歳入の 

根幹である市税のうち市民税が減少しているところであり、加えて、地方交付税等 

国からの補助金、交付金の減少が続いています。一方、歳出では、市民ニーズの多 

様化、高度化や少子高齢化の進展に伴う諸施策の実施による義務的経費や物件費等 

の経常経費が増加していること及び公共施設等の経年による老朽化が顕著となって 

きていることによる対策も必要であり、それに伴う普通建設事業費の増加も見込ま 

れているところであります。 

このような厳しい財政状況のもと、本市が抱える地域課題の解決に特化し、人口 

減少対策に向けたまちづくりに踏み出していくための指針とした「勝浦市まち・ひ 

と・しごと創生総合戦略」による事業や「勝浦市総合計画 後期基本計画」に基づ 

く事業を優先して実施し、将来を見据えたまちづくりを着実に進めていかなければ 

なりません。 

このためには、「勝浦市総合計画 後期基本計画」と合致した中長期的な将来見 

通しに基づく「勝浦市財政計画」を策定し、引き続き健全な財政運営に努めます。 

 

（２）歳入の確保 

「勝浦市財政計画」に基づき、歳入面では、企業立地や移住・定住の促進事業の 

推進による地域活性化に努めるとともに、公平性と自主財源確保の観点から、市税 

等の収納強化の取組み、有料広告の拡充、定期的な使用料・手数料の見直しなど、 

歳入の確保に努めます。 
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（３）歳出の抑制 

「勝浦市財政計画」に基づき、歳出面では、選択と集中による事業の重点化やス 

クラップ・アンド・ビルドによる事務事業の見直しや計画的な物品購入、内部管理 

経費の節減を行い、歳出を抑制していきます。    

 

（４）市有財産の有効活用 

厳しい財政環境の中にあって、遊休資産の売却等の処分による歳入の確保に努め 

ます。 

また、廃止した公共施設について、市有地活用庁内検討委員会を活用し、有効か 

つ効率的な利活用を図り、行政サービスの向上と効率的な財政運営を推進します。 

 

（５）地方公営企業の経営健全化 

地方公営企業については、民間委託の推進や業務の効率化など徹底した経営改革 

で経費の節減を図り、安定した経営を進めます。 

 

（６）広域連携の推進 

現在、夷隅郡市広域市町村圏事務組合において一部広域的な事務処理を行ってい 

ますが、他にも単独の自治体で行うよりも、広域的に行うことによりコスト削減に 

つながる効率的な事業があると考えられます。市民サービスの向上と効率化を図る 

ため、国、県、近隣の動向を踏まえ事務事業の共同化・広域化や施設利用の広域化 

について調査研究を進めます。 

また、大学、産業団体及び金融機関と市が連携するといった「公民連携」により 

地域が抱える課題解決に取り組みます。 
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第４ 今後の取組方針 

 

本市における「勝浦市行政改革大綱」は、行政改革の基本的な考え方や方向性を示す 

ものです。 

そのため、行政改革を推進するためには、市民と行政が一体となって基本的な認識を 

維持しつつ、時代変化や市民のニーズに迅速かつ的確に対応できるスリムで合理的な行 

政体制整備を図ることが必要です。 

また、行政活動の過程で生み出した行政資源（人員・財源）を「勝浦市総合計画」等 

に掲げる重要施策に重点的かつ持続的に配分していくことができるように着実に取り組 

み、行財政運営全般について絶えず新たな視点に立って見直しを図るとともに、市民と 

行政が連携協力する市民協働による推進に努めていきます。 



№ 実施計画事項 内容説明 担当課 ２９年度 ３０年度 ３１年度 備考

1
まちづくり活動推進
事業

地域に暮らす住民自ら自発的に考え地域課題
の解決及び活性化を目的とした地域づくりや、
次世代を担う子どもたちがまちづくりに関心を持
つ地域教育の充実を推進するため、まちづくり
活動に対して補助を行います。

企画課 実施 実施 実施

2 社会福祉協議会と
の連携

行政の補完的組織として重要な役割を担う社会
福祉協議会との連携を強化し、協議会の体制の
強化及び委託事業の再検討、拡大を図ります。

福祉課
介護健康課

実施 実施 実施

3 自主防災組織の育
成

地域住民自らが初期消火や災害時における避
難誘導等の活動を行うことを目的に設立された
自主防災組織１４団体（平成２８年１２月１日現
在）の育成と新たな自主防災組織の設立に向け
た協力を推進します。

総務課 実施 実施 実施

4
NPO・市民ボラン
ティア活動への支
援

NPO法人をはじめ市民による自発的なボラン
ティア活動や広報、啓発、相談等について必要
な支援を行います。

総務課
関係各課

実施 実施 実施

№ 実施計画事項 内容説明 担当課 ２９年度 ３０年度 ３１年度 備考

5 男女共同参画社会
の形成促進

男女共同参画の推進を図るため、政策・方針を
決定する会議に男女がともに参画する機会を持
つことが必要である。また、男女共同参画計画
に基づき各種施策を実施し、男女共同参画社会
の形成を推進します。

関係各課 実施 実施 実施

6 女性消防団員の確
保

消防団組織の活性化や女性の持つ細やかな視
点を消防防災の向上に反映させるため、女性消
防団員を確保します。

総務課 実施 実施 実施

勝浦市行政改革大綱２０１７　実施計画（案）　　　　　　　　　

１．市民と協働のまちづくりの推進

（1） 市民参加と協働の推進

（２） 男女共同参画社会の形成
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№ 実施計画事項 内容説明 担当課 ２９年度 ３０年度 ３１年度 備考

7 行政評価制度の活
用

行政評価の実施により、事務事業の見直しを行
います。

企画課 実施 実施 実施

8 企業立地の推進

固定資産税の租税優遇制度や奨励金制度の周
知を図り、企業立地を推進するとともに既存企
業の支援に努めます。
また、豊富な地域資源や都心からのアクセス性
を活かした戦略的な誘致活動を展開し、雇用の
場の確保に努めます。

企画課 実施 実施 実施

9
移住･定住事業の
推進

移住・定住に関する情報発信を行うとともに、空
き家バンク等関連施策を推進します。

企画課 実施 実施 実施

10 イベント運営の検
証

イベント運営について、実行委員会形式としてふ
さわしい作業分担を検証して、適正なイベントの
運営を図ります。

観光商工課 検討 検討 検討

11 デマンド型乗合公
共交通の運行

平成29年9月までの実証運行を踏まえ、平成29
年10月以降の運行方法等について検討します。

企画課 実施 実施 実施

12 事務事業継続計画
の作成

「事業継続計画（BCP)」を策定し、災害時の行政
としての対応や早期復旧に備えます。

総務課 実施 実施 実施 新規

13
窓口業務の民間委
託についての調
査・研究

国の「経済財政運営と改革の基本方針2016」に
基づき、窓口業務の民間委託について、調査、
研究を行います。

総務課
関係各課

検討 検討 検討 新規

№ 実施計画事項 内容説明 担当課 ２９年度 ３０年度 ３１年度 備考

14 公共施設の適正管
理

「勝浦市公共施設等総合管理計画」に基づき、
公共施設の計画的な改修や既設の維持補修等
による延命化を図り、将来にわたる全体の維持
管理費の軽減化及び有効活用を図ります。

財政課
関係各課

実施 実施 実施

15
指定管理者制度導
入施設等の効果
的・効率的な運営

平成30年度以降の指定管理者を選定するた
め、新たに指定管理者制度導入可能な施設及
び継続可能な施設について、見直しを行いま
す。

関係各課 検討 実施 実施

16 学校規模及び配置
の適正化の推進

児童・生徒数の動向や地域の実情などを踏ま
え、学校規模及び配置の適正化に努めます。

教育課 検討 検討 検討

17
認定子ども園の建
設の推進

老朽化した中央保育所及び勝浦幼稚園を幼保
連携型認定こども園として再編し、平成31年度
の開設に向けて建設を推進します。

福祉課
教育課

検討 検討 実施

№ 実施計画事項 内容説明 担当課 ２９年度 ３０年度 ３１年度 備考

18 効率的な組織の構
築

高度化した行政ニーズに的確に対応するため簡
素で効率的な組織再編について検討します。

総務課 検討 検討 検討

（3） 行政組織の見直し

（2） 公共施設の再編と効率的運営

２．時代に即した行政運営

（１） 事務事業の見直し
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№ 実施計画事項 内容説明 担当課 ２９年度 ３０年度 ３１年度 備考

19 定員適正化計画の
推進

組織のスリム化・効率化を図り、市民ニーズの
多様化や地方創生等を進めていくうえで、効率
的な人員配置等により組織体制を確立します。

総務課 実施 実施 実施

№ 実施計画事項 内容説明 担当課 ２９年度 ３０年度 ３１年度 備考

20 任期付職員の採用

国･県･民間の専門的技術やノウハウを活用す
ることによる業務の高度化を図るため、任期付
職員を採用する。また、併せて任期付職員の専
門性により、市職員の資質向上を図ります。

総務課 実施 実施 実施

№ 実施計画事項 内容説明 担当課 ２９年度 ３０年度 ３１年度 備考

21
市民への情報伝達
手段の多様化

スマートフォンや携帯電話のメール機能を利用
した防災情報や行政情報の伝達手段の多様化
を図り、市民の防災意識の高揚と災害時の安全
性の確保を図ります。

総務課 検討 検討 検討

22

社会保障･税番号
制度による番号
カードを活用した独
自サービスの検討

個人番号カードにおける独自サービスの活用方
法について検討します。

関係各課 検討 検討 検討

23 情報処理のクラウ
ド化の推進

災害時のデータ保全・復旧の迅速化や、平常時
のセキュリティ対策を向上させるため、業務で使
用するシステム及びデータを、庁舎と離れた
データセンター等に格納することについて検討・
実施します。
また、今後、他自治体との業務標準化に向け、
同一の業務で使用するシステム機器を、複数の
自治体でクラウドにより共同利用することについ
て調査、研究します。

企画課 実施 実施 実施 新規

（6） 情報処理システム等の活用

（5） 人材の確保

（4） 定員管理の適正化
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№ 実施計画事項 内容説明 担当課 ２９年度 ３０年度 ３１年度 備考

24 財政計画の推進

財政健全化法に基づく健全化判断比率を的確
に算定することにより、市民等に対し市の財政
状況をわかりやすく開示、説明するとともに、独
自の財政計画を策定し、他の類似団体との比較
や経年比較等の財政分析を行い、健全な財政
運営に活かします。

財政課 実施 実施 実施

25 公会計制度の導入
と活用

行政サービスの維持・向上を図りながら、費用
の軽減を図るため、国から示された「統一的な
基準」による財務書類等を作成し、活用のうえ公
表します。

財政課 実施 実施 実施 新規

26 公金の効率的運用
歳計現金の収支状況を十分に考慮し、安全･確
実かつ可能な範囲で効果的な資金運用を図り
ます。

会計課 実施 実施 実施

№ 実施計画事項 内容説明 担当課 ２９年度 ３０年度 ３１年度 備考

27
収納体制の強化と
市税等収納率の向
上

自主財源の確保と住民負担の公平性の観点か
ら、徴収率の向上を図るとともに、高額滞納事案
の整理、納税方法の多様化について検討しま
す。また、徴収指導員の採用により個別納税折
衝の充実強化に努めます。

税務課 実施 実施 実施

28 使用料・手数料等
の見直し

施設等の使用料・手数料を徴収するに当たり、
原価算定方式等を取り入れることにより、受益
者負担の明確化を図り、公平・公正な使用料等
を算出します。

財政課
関係各課

検討 検討 検討

29 ネーミングライツと
有料広告の拡大

勝浦市ネーミングライツ事業実施要綱に基づく
ネーミングライツ対象施設等の選定と各課への
働きかけ及び公共施設への看板設置や刊行
物、封筒などへの有料広告の拡充により、新た
な財源確保を図ります。

財政課
関係各課

検討 検討 検討

№ 実施計画事項 内容説明 担当課 ２９年度 ３０年度 ３１年度 備考

30
委託料や内部管理
経費の削減

委託料の委託内容や対費用効果の検討を行う
と共に、物品購入の計画的調達を行う。また、電
気料やガソリン代が高騰する中、引き続き節
電、節水等を徹底するとともに、消耗品等の在
庫管理の徹底等により削減を図ります。

関係各課 実施 実施 実施

31
補助金交付団体等
の見直し

補助金交付団体等の公益性や公平性及び事業
効果を検証する補助金等検討委員会の審査結
果を踏まえ、定期的に補助金の交付を見直しま
す。

財政課 検討 検討 検討

32
各種負担金の見直
し

千葉県市長会や郡市負担金審議会に対して、
負担金の更なる適正化を要請するとともに、独
自加入等による負担金については、脱退を含め
た見直しを図ります。

財政課
関係各課

検討 検討 検討

（３） 歳出の抑制

（２） 歳入の確保

３．健全な財政運営

（１） 財政の健全化
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33 電力調達の検討
安価で安定供給を受けることを前提に、電力供
給事業者からの電力調達について研究、導入
し、電気料金の節減を図ります。

総務課 検討 実施 実施 新規

34 省電力化の推進

公共施設の照明器具に省電力かつ長寿命であ
るLED照明の転換を進め、また、不要な照明の
消灯を進め、省電力化及び経費節減に努めま
す。

総務課 実施 実施 実施 新規

№ 実施計画事項 内容説明 担当課 ２９年度 ３０年度 ３１年度 備考

35 市有財産の処分等
遊休資産の売却及び貸付及び賃借人への資産
売却により、歳入の確保及び市有財産の有効
活用に努めます。

財政課
関係各課

実施 実施 実施

36 市有財産の有効活
用

市有地活用庁内検討委員会を活用し、遊休施
設及び土地について、有効な活用方法を検討し
ます。

財政課
関係各課

検討 検討 検討

№ 実施計画事項 内容説明 担当課 ２９年度 ３０年度 ３１年度 備考

37 地方公営企業の経
営健全化

水道事業基本計画を基本に、施設の統廃合や
民間委託の推進を図り、支出の削減について検
討します。

水道課 検討 検討 検討

№ 実施計画事項 内容説明 担当課 ２９年度 ３０年度 ３１年度 備考

38
広域行政及び広域
的な事務処理の検
討

夷隅郡市広域市町村圏事務組合をはじめ、近
隣市町村と多様化する事務の広域処理の可能
性について検討します。

企画課
関係各課

検討 検討 検討

39 公民連携の推進

千葉大学と「地（知）の拠点大学による地方創生
事業（ＣＯＣ＋）」の協定を締結し、また、参加大
学及び企業と連携し、人材育成・雇用創出など
の地域が抱える課題の解決に取り組みます。

企画課 実施 実施 実施

（６） 広域連携の推進

（５） 地方公営企業の経営健全化

（４） 市有財産の有効活用

- 17 -


