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第二次行政改革実行計画（アクションプラン） 



※【】内の数字は実行計画整理番号

Ⅰ 財政運営の見直し 144,829千円

① 資産の適正管理 27,351 千円

№1 市有財産（普通財産等）の見直し
(1) 法定外公共物の整理推進（払い下げ等） 【1】 ― 千円

(2) 普通財産の整理推進（売却・譲渡等） 【2】 ― 千円

№2 市有財産（指定管理施設以外の行政財産）の見直し
(1) 神岡町福祉会館管理の見直し 【3】 960 千円

(2) 栄町行政書類倉庫の管理運営の見直し 【4】 240 千円

(3) 飛騨市美術館の運営の見直し 【5】 2,134 千円

(4) 河合民俗館・飛騨みやがわ考古民俗館の運営方法の見直し 【6】 1,067 千円

№3 市有財産（指定管理施設）の見直し
(1) 指定管理施設の抜本的見直し・経営改善（観光施設） 【7】 ― 千円

(2) 指定管理施設の抜本的見直し・経営改善（地域産業振興施設） 【8】 ― 千円

(3) 指定管理施設の抜本的見直し・経営改善（文化交流施設） 【9】 ― 千円

(4) 指定管理施設の抜本的見直し・経営改善（スポーツ振興施設） 【10】 ― 千円

(5) 指定管理施設の抜本的見直し・経営改善（コミュニティ施設） 【11】 ― 千円

№4 市有備品の適正管理
(1) 公用車管理計画に基づく公用車の小型化・簡素化 【12】 ― 千円

(2) 公用車の効率利用（車両の集中管理による車両稼働率の向上 【13】 1,500 千円

(3) 複写機及びプリンター機器の適正配置による台数の削減 【14】 20,000 千円

(4) 備品の使用・稼働状況に照らした市有備品の廃棄・売却 【15】 ― 千円

(5) 電話機配置の見直し・効率的配置 【16】 1,450 千円

(6) 消防団車両更新の見直し 【17】 ― 千円

② 補助金の整理・合理化 82,026 千円

№1 市単独補助金の徹底した見直し
(1) 市単独補助金の適正化（補助金交付に関する新たなガイドラインの設定） 【18】 42,042 千円

(2) 敬老会助成金の見直し 【19】 ― 千円

(3) 老人クラブ活動事業補助金の見直し 【20】 ― 千円

(4) 保健衛生業務推進協議会交付金の見直し 【21】 ― 千円

(5) 克雪住宅整備事業補助金の見直し 【22】 30,000 千円

(6) 防犯灯維持補助金の廃止 【23】 2,140 千円

(7) 飛騨市水産組合の自立促進 【24】 250 千円

(8) 農業後継者育成対策協議会の自立促進 【25】 250 千円

(9) 農地・水・環境協議会補助金の廃止 【26】 312 千円

(10) 県外優良雌牛確保対策事業補助金の見直し 【27】 4,064 千円

(11) 飛騨地鶏組合の自立促進 【28】 ― 千円

(12) 飛騨市特産会の運営見直し 【29】 ― 千円

(13) 観光協会自主事業支援事業の見直し 【30】 ― 千円

(14) 観光協会事務局運営費の見直し 【31】 ― 千円

(15) 部活動各種大会出場補助金の見直し 【32】 2,776 千円

(16) スキー選手強化補助金（リフト券補助）の廃止 【33】 192 千円

(17) 文化交流センター自主企画事業補助金の見直し 【34】 ― 千円

(18) 船津座自主企画事業補助金の見直し 【35】 ― 千円

③ 計画的財政運営 25,252 千円

№1 長期的財政需要の把握による負担軽減
(1) 第三セクターに対する市関与の見直し 【36】 ― 千円

(2) 橋梁長寿命化工事の実施による行政コストの縮減 【37】 ― 千円

(3) 道路台帳管理システムの一元化 【38】 4,143 千円
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(4) 新地方公会計制度の導入 【39】 ― 千円

(5) 市有施設（直営施設）の長期財政需要の把握 【40】 ― 千円

(6) 借地の必要性検証及び借地料適正化 【41】 ― 千円

№2 公営企業の経営健全化
(1) 水道使用料金の統一 【42】 21,109 千円

(2) 飛騨市民病院の経営健全化 【43】 ― 千円

④ 自主財源の確保 10,200 千円

№1 市税収入の確保
(1) 専門知識を有する税務職員の育成及び管理職の滞納整理への参加 【44】 10,000 千円

(2) 滞納者を対象とした休日（夜間）納税相談会の実施 【45】 ― 千円

(3) 固定資産税第4期分の納期変更 【46】 ― 千円

№2 新たな財源の確保
(1) 広告料収入制度の導入 【47】 200 千円

(2) ふるさと納税のＰＲ拡充 【48】 ― 千円

Ⅱ 組織・人事制度の見直し 333,505千円

① 定員管理の適正化・給与制度の見直しによる総人件費の抑制 333,505 千円

№1 定員管理の適正化
(1) 職員定数の適正化（定員適正化計画の見直し） 【49】 143,907 千円

(2) 臨時職員数の適正化（一般事務臨時職員配置の見直し） 【50】 34,000 千円

№2 給与制度の見直し
(1) 特殊勤務手当の適正化 【51】 9,000 千円

(2) 総人件費の抑制と給与制度の適正化 【52】 146,598 千円

№3 組織の見直し
(1) 役職の削減による組織のスリム化 【53】 ― 千円

(2) 振興事務所の機能検討 【54】 ― 千円

② 人事制度の見直し・人材育成の推進 ― 千円

№1 市民ニーズに対応し得る人事管理体制の構築
(1) グループ制の導入（係制からグループ制へ） 【55】 ― 千円

(2) 人事評価制度の導入 【56】 ― 千円

(3) 市職員昇任試験の導入 【57】 ― 千円

№2 市民ニーズに対応し得る人材の育成（職員の意識改革）
(1) 職員の資質向上（地域密着型職員の育成） 【58】 ― 千円

Ⅲ 事務・事業の見直し 191,068千円

① 事業の見直し 142,589 千円

№1 コスト削減とサービス維持を基本とした事業の見直し
(1) 走る市政バス事業の廃止 【59】 210 千円

(2) 振興事務所月曜窓口延長業務の手法見直し 【60】 288 千円

(3) ハートピア古川障害者浴室開放の廃止（事業終了） 【61】 717 千円

(4) 高齢者住宅用火災警報器取付事業の終了 【62】 581 千円

(5) 不法投棄対策事業（不法投棄パトロール）の見直し 【63】 1,261 千円

(6) 神通川流域連携植樹事業の廃止 【64】 1,165 千円

(7) 市内湿原環境保全事業の計画見直し 【65】 1,828 千円

(8) 飛騨市広告事業の見直し 【66】 1,600 千円

(9) 道徳教育推進事業の見直し 【67】 315 千円



(10) 文化書籍売り払い促進 【68】 ― 千円

№2 適正化を基本とした事業の見直し
(1) 広報ひだの見直し 【69】 5,798 千円

(2) 飛騨市表彰式の見直し 【70】 370 千円

(3) 出産祝金事業の終了（廃止） 【71】 8,270 千円

(4) 親子いきいきふれあい事業の見直し（社会福祉協議会への移管） 【72】 100 千円

(5) 障がい者自立支援施設憩いの家運営の自立促進 【73】 4,400 千円

(6) 住民健診受診者費用負担金の見直し（がん検診受診者個人負担の公平化 【74】 1,336 千円

(7) 緊急通報装置設置事業の見直し 【75】 569 千円

(8) 高齢者寝具洗濯乾燥サービス事業の見直し 【76】 7 千円

(9) 在宅要援護者訪問理美容サービス事業の見直し 【77】 3 千円

(10) 飛騨市長寿者褒賞の見直し（米寿の褒賞廃止） 【78】 725 千円

(11) いきいき健康増進事業（ふれあい入浴サービス事業）の見直し 【79】 3,000 千円

(12) 各種イベントに係るゴミ袋の有料化 【80】 14 千円

(13) 電柱に係る道路占用料徴収の適正化 【81】 180 千円

(14) 建築設計・工事監理委託業務等の発注見直し 【82】 ― 千円

(15) 合併調整項目の再検証による住民サービスの公平化 【83】 ― 千円

(16) 地域振興調整費（ハード）の見直し 【84】 30,000 千円

(17) 地域振興調整費（ソフト）の見直し 【85】 11,050 千円

(18) 中長期的課題を踏まえた消防・防災体制の再整備 【86】 ― 千円

(19) 集落活動促進事業の見直し（先進地視察の公費負担の廃止） 【87】 721 千円

(20) 飛騨美濃じまん農産物育成支援事業に関する補助ガイドラインの作成 【88】 8,514 千円

(21) 農業農村振興会議の抜本的見直し 【89】 ― 千円

(22) 飛騨市無料職業紹介所機能の再構築 【90】 ― 千円

(23) 飛騨宮川まんがカーニバル事業の見直し 【91】 ― 千円

(24) 冬期スクールバス拡充路線の廃止 【92】 3,450 千円

(25) 中学校吹奏楽部楽器購入事業の完了 【93】 1,867 千円

(26) 異文化体験推進事業の一元化（中学校海外派遣研修の事業完了） 【94】 6,367 千円

№3 民間活力の導入
(1) 増島保育園の民営化 【95】 30,000 千円

(2) 鮎ノ瀬・鷹狩保育園（統合）の民営化 【96】 15,000 千円

(3) 移送サービス事業の見直し（民間活力の導入） 【97】 1,699 千円

(4) 火葬業務（光明苑・松ヶ丘）の民間委託 【98】 784 千円

(5) 下水道処理場管理の包括的民間委託 【99】 400 千円

(6) 市道除雪作業の民間委託推進 【100】 ― 千円

(7) 子牛市場・登録業務の民間移管検討 【101】 ― 千円

№4 恒常的な見直し検証による事業改善
(1) 行政評価システムの導入 【102】 ― 千円

② 事務の見直し 48,479 千円

№1 事務の見直しによる一般行政経費の削減
(1) 市勢要覧の電子化 【103】 338 千円

(2) 庁舎内会議におけるＴＶ会議システムの活用 【104】 ― 千円

(3) 電算システム保守管理委託料の見直し 【105】 18,000 千円

(4) 議員視察経費の縮減 【106】 96 千円

(5) 飛騨市例規集のペーパレス化（冊子の廃止） 【107】 3,800 千円

(6) 本庁～神岡振興事務所間のメール便の手法見直し 【108】 508 千円

(7) 細部までの徹底的な事務改善による公金意識の徹底 【109】 ― 千円

(8) 職員防災服貸与の見直し 【110】 574 千円

(9) i-jamp（有料行政情報サービス）の契約見直し 【111】 252 千円

(10) 需用費（消耗品費・印刷製本費）における予算上限枠の設定 【112】 17,766 千円

(11) 普通旅費及び道路通行料における予算上限枠の設定 【113】 3,433 千円

(12) 各部署における追録図書の廃止 【114】 1,000 千円

(13) 各種団体における懇親会経費の支出見直し 【115】 302 千円

(14) 補助金交付団体行事における賞品等の公費負担の廃止 【116】 61 千円

(15) 入札制度の見直し 【117】 ― 千円

(16) 神岡振興事務所前駐車場管理方法の抜本的見直し 【118】 2,349 千円



Ⅳ 市民と行政との協働推進 33,000千円

① 市民との情報共有・役割分担 33,000 千円

№1 市民との役割分担
(1) 各種イベント・施設運営に係る市民協働ボランティアの積極的公募 【119】 ― 千円

(2) 市民と行政の協働による特定健診受診率の維持・向上 【120】 33,000 千円

(3) 女性防火クラブ員と連携した住宅用火災警報器の設置促進 【121】 ― 千円

№2 市民との情報共有
(1) 情報公開に迅速に応じられる公文書管理体制の整備 【122】 ― 千円

第二次行政改革による目標影響額計（平成26年度予算と平成20年度決算を比較） 702,402千円

※影響額とは、歳出抑制（削減）額と歳入増加額の合計を指します。
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