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北名古屋市行財政改革行動計画（平成２４～２７年度）の取組結果の詳細 
計画の内容 

 
取 組 結 果 の 詳 細 

No 実施項目 取組内容 
計画期間 

24年度 25年度 26年度 27年度 

◎ 持続的な改革の仕組みづくり  

1 
経営診断（経営
分析）の実施 

行政評価結果等を踏まえ、抜本的
に検討すべきテーマを抽出し、プ
ロジェクトチームにより分析・検
討を行い、その結果を公表し、改
善する。 

 

   

平成２４年度に関係課、財政課及び経営企画課職員に学識経験者を加えての経営診断プロジェクトチームを設置し、「公共交通
（バス事業）」及び「保育事業」についての現状について事業分析を行い、今後の方向性やあり方を検討するための判断材料とし
て報告書をまとめ、公表した。 
平成２５年度には、「下水道事業」及び「国民健康保険事業」について、現状分析と今後の方向性やあり方について、報告書を

取りまとめ、内部資料として活用した。 

◎ 行政情報の透明性の確保  

2 
行政情報の積極
的な開示 

財政状況や主要事業等を分かり
やすく示した資料を積極的に市
民に公表する。 

 
   

東西庁舎に情報コーナーを設置し、市民への情報を積極的に提供した。 
「北なごやの統計」を作成し、データをＨＰ上で公表した。 
附属機関等の会議の開催予定、傍聴の方法、会議結果の概要をＨＰ上で公表し、附属機関等の活動状況を明らかにした。 
個人情報ファイル簿をＨＰ上で公表し、個人情報を保有する部署及び保有状況を明らかにした。 

◎ 市民協働の基盤づくり  

3 市民協働の推進 

地方分権にふさわしい自治体と
して社会環境の変化に柔軟かつ
的確に対応し、地域特性にあった
まちづくりが求められているこ
とから、行政だけでなく、市民、
自治会、市民活動団体、事業者な
ど地域の方が、お互いの立場や特
性を理解しながら、信頼関係のも
と地域社会の課題を共有し、その
問題解決のために協力して行動
する市民協働により、行財政の課
題を共有し、解決する仕組みを検
討する。 

 
 

 
  

平成２３年度より市民活動推進課を設置し、行政、市民、自治会、市民活動団体、事業者などの多様な主体がその役割や責任を担い、
信頼関係のもと、地域社会の課題を共有し、その課題解決のために、協力して行動する事業を展開した。 
多様化する地域ニーズや地域課題に対応するため、市民協働モデル事業を展開し、市と市民が協力・連携して地域の課題に取り組み、

その事業経過や成果を公表することで、「市民協働」という手法を用いた事業の取組について理解の促進を図った。 
活動団体・登録団体数が増加するだけでなく、取組の内容にも変化がみられ、本市のめざす市民協働が浸透した。 

○市民活動団体登録数 
平成２４年度:１７団体、平成２５年度:２６団体、平成２６年度:２８団体、平成２７年度:３６団体 

保健、医療又は福祉の増進 
家族会ハグ、北名古屋笑楽クラブ、みのり会、ウオーキング 100 選の会、特定非営利活動法人在
宅福祉の会じゃがいも、温故知新クラブ、北名古屋市女性の会、北名古屋市知的障害者育成会、
NPO法人愛知県難聴・中途失聴者協会 

まちづくりの推進 北なごや防災ボランティア、KNプロジェクト、一般社団法人北名古屋青年会議所 

環境の保全 ＮＰＯ法人砂漠緑化ナゴヤ 

地域安全 特定非営利活動法人おたすけ 

国際協力 特定非営利活動法人クオリティー・オブ・ライフ 

子どもの健全育成 

特定非営利活動法人子育てネットワークあすなろ、NPO法人次世代健全育成サポートあひるっこ、
託児グループ『めばえ』、きたなごやこどもフェスタ実行委員会、NPO法人アット・ユア・ホーム
ひよコッコ、ピッカブー隊、地域’S、NPO法人フィール・ザ・ワールド、もえの丘で「ホタルを
育てる会」、特定非営利活動法人ボランティーチャー、きゅーぶ 

科学技術の振興 北名古屋市少年少女発明クラブ 

社会教育の推進 映画「架け橋きこえなかった 3.11」を見る会、大和塾 

学術、文化、芸術又はスポーツの振興 北名古屋ウィンドオーケストラ、北名古屋ボードゲーム交流会「るどふぃ～る」 

災害救援 北名古屋市西春赤十字奉仕団 

男女共同参画社会の形成の促進 北名古屋市男女共同参画推進事業実行委員会、尾張えみの会北名古屋支部、さんか・クラブ 

国際交流の推進 北名古屋市国際交流協会 

 ○市民協働モデル事業数（担当課移管事業を含む） 
平成２４年度:６団体、平成２５年度:７団体、平成２６年度:８団体、平成２７年度:８団体 

六ツ師地区児童遊園及び親水広場清掃維持管理業務（六ツ師協働隊）、加島東ノ川児童遊園維持管理業務（加島を愛する会）、鹿田地区児

童遊園維持管理業務（鹿田協働作業チーム）、熊之庄地区児童遊園維持管理業務（熊之庄協働クラブ）、ふるさと広場維持管理業務（もえ

の丘で「ホタルを育てる会」）、西之保三町地児童遊園・井戸維持管理業務（西之保ご町内井戸端会議）、片場地区児童遊園維持管理業務（片

場市民協働ボランティア・チーム）、夜間青少年声かけ業務（ひまわり） 
 

○仕組導入 

○適宜公表 

○適宜実施 

取組事項のスケジュール ※検討    実施 

資料１ 

http://www.geocities.jp/npoainantyou/
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計画の内容 

 
取 組 結 果 の 詳 細 

No 実施項目 取組内容 
計画期間 

24年度 25年度 26年度 27年度 

◎ 公共施設管理運営の見直し  

4 
公共施設管理運
営の見直し計画
の推進 

平成 23 年度に策定した計画に従
い、確実に見直しを推進する。 

 
 
 

  
平成２４年度東西教育支援センターを統合した。 
平成２８年度以降に、市民プールの廃止と九之坪北・南保育園の統合を実施する予定。 

5 

公共施設管理運
営の見直し計画
以外の施設の見
直し 

公共施設管理運営の見直し計画
で見直すこととした施設以外の
施設の見直しを検討する。 

 

   

 
平成２６年度にファシリティマネジメントの推進にあたり、市保有の全ての建物公共施設を対象に、固定資産台帳及び公共施設管理

台帳と突合させ、本市の公共施設の現状と将来展望に向けた「公共施設経営事項計画策定支援業務報告書」を作成した。また、その報
告書を活用し、新たに公共施設等総合管理計画策定プロジェクトチームを設置し、施設の在り方について検討し、「北名古屋市公共施
設等総合管理計画」を平成 27年度に策定した。 
平成２７年度東西給食センターを統合した。 

6 
公共施設保全計
画の策定 

施設ごとに保全計画を策定する。 

 

   
東日本大震災発生以後、防災の重要性が認識されたことにより、各所管が保有する公共施設等への対応に対して、計画の策定への意

識を高めた。 
平成２６年３月に橋梁長寿命化計画を策定。他の施設についても、耐震化を優先した保全対策を行った。 

7 
公共施設管理の
専門部署の設置 

ファシリティマネジメントを強
力かつ円滑に推進するため、公共
施設管理の専門部署を設置する。 

 

 

  
 総務課に営繕担当を置き、軽微な修繕業務を職員で行うことにより維持経費の縮減を図った。 
大規模、長期的な営繕計画策定に備えて職員に専門研修を受講させ、ファシリティマネジメントに対する職員の能力向上に努めた。 

8 
公共施設の評価
システムの構築 

既存施設の規模の適正化や計画
的な維持保全を図るため、多角的
な観点から分析･評価を行う。 

 

   

 平成２６年度にファシリティマネジメントの推進を図るため、市保有の全ての建物公共施設を対象に固定資産台帳及び公共施設管理
台帳と突合させ、市の公共施設の現状と将来展望について調査、検討した。 
 平成２７年度「北名古屋市公共施設等総合管理計画」の策定にあたり、長期、総括的な公共施設の在り方について、施設利用、施設
管理、財政負担等について総合的に評価する手法、組織について検討した。 

9 
指定管理者モニ
タリング制度の
導入 

指定管理者の業務履行の評価手
法、評価結果の公表、改善に向け
た指導方法等を取りまとめた指
定管理者モニタリング制度を導
入する。 

 

    利用者へのアンケートの実施、所管課において評価対象項目を設け実施し、指定管理更新時における評価資料として活用した。 

10 
公共施設の環境
負荷低減対策 

電気、機械設備等の運用方法の改
善や改修等を行い、エネルギー消
費量及び光熱水費を削減し、環境
負荷の低減を図る。 

 

   
 電気使用量をリアルタイムで把握するため庁舎等にデマンドモニターを設置し、使用量を可視化した。 
電力供給事業者の料金を比較検討し、安定的かつ安価に供給できる事業者と契約した。 
給食センターや西庁舎等、新たに建設する施設については、自然エネルギーの利用を積極的に進め、今後の経費節減へつなげた。 

11 
公共施設管理担
当職員のスキル
向上 

日常点検マニュアルの整備や施
設管理及び接遇の研修等、施設管
理担当職員のスキル向上を図る。 

 

    ファシリティマネジメントの必要性を職員全員の共通認識と捉え、研修カリキュラムに組み入れ平成２７年度実施した。 

◎ 公共施設の使用料及び各種手数料の見直し  

12 
使用料減免基準
等の整理 

減免基準及び減免の実績等を公
表する。 

 
   

 使用料を伴う公共施設の減免の取扱について取りまとめ、実績等を検証したが、関係団体等への影響が大きいため、公表に至ってい
ない。 

○推進 

○計画策定 

○適宜策定 

○設置 

○構築 

○適宜実施 

○研修実施・ﾏﾆｭｱﾙ整備 

○導入 

取組事項のスケジュール ※検討    実施 

○公表 
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計画の内容 

 
取 組 結 果 の 詳 細 

No 実施項目 取組内容 
計画期間 

24年度 25年度 26年度 27年度 

13 手数料の見直し 
手数料見直し方針に基づき、手数
料の具体的な見直しを行う。     

 平成２３年度より手数料見直しの方針を検討し、平成２６年度より実施に向け検討したが、行政の手数料の改定が市民サービスに与
える影響が大きいこと、また、自治体のサービス内容に大差がないため、自治体間で著しい差が生じないよう、近隣自治体の動向に注
視していくこととし、見直しには至らなかった。 

◎ 政策課題への戦略的な対応  

14 
施策評価の電算
化 

評価事務の合理化を図るため、施
策評価を新財務システムのサブ
システムに組み込む。 

     平成２３年度新財務会計システム導入に伴い、財務システムと連動した施策評価システムを平成２４年度に組み込んだ。 

15 外部評価の導入 

市の内部で行った行政評価が妥
当であるかどうかを、学識経験者
等の専門的見地や市民の視点か
ら検証することにより、評価の精
度を向上し、今後の事業の有効性
を高める外部評価の導入を検討
する。 

 

   行政改革推進委員会へ施策評価の結果を報告して意見を聴取し、次年度の施策評価手法の精度を高めた。 

16 
目標管理制度の
導入 

計画的かつ主体的に職務を遂行
することにより行政課題を積極
的に解決するため、職員に目標管
理制度を導入する。 

 
   

 平成２３年度に課長級以上の職員（保育士を除く）に試行実施し、平成２４年度から主事以上の職員（保育士を除く）を対象として
実施した。 
平成２６年度の地方公務員法改正により、業績評価（目標管理）を含む人事評価制度が導入となることから、平成２６年度に制度を

再構築し、平成２７年度から改正法に対応した目標管理の試行実施を行い、平成２８年度の本実施に備えた。 

◎ 財政の健全化  

17 
行政経営会議の
実施 

行政評価、予算編成、実施計画を
核とするＰＤＣＡサイクルを確
立するため、行政経営会議を本格
実施する。 

 

   

 平成２２年度より市の重要・懸案事項について、市の幹部で構成される部長級職員を委員として登用した「行政経営会議」を設置し、
横断的に施策の検討を行った。 
 平成２７年度には、国の主導による人口ビジョン・総合戦略及び公共施設等総合管理計画等の策定要請に伴い、様々な取組に戦略的
に対応するため、市の幹部で構成される部長級職員を委員とした「北名古屋市自治体総合戦略本部」を設置し、市政全般に影響する行
政課題の対応を検討した。 

18 
枠配当予算の実
施 引き続き枠配当予算を継続する。     

 過年度から実施している枠配当を、平成２５年度から個別査定経費と経常経費に区分けし、経常経費についてはより厳格な枠配当を
実施した。 
 枠配当額を超える要求が散見され、超過分を一律カットすることは難しく、実質、個別査定を実施している状況となり、枠配当によ
る予算編成の効率化及び経費の削減を図ることはできなかったが、今後は財政状況が厳しい中、経常経費についても更に切り込んだ削
減が求められるため、枠配当は廃止し、全額個別査定により予算の圧縮を実施する予定である。 

19 
予算メリットシ
ステムの導入 

改革のモチベーションを高める
ため、見直しにより節減できた経
費等の一部を、翌年度の予算枠に
加算する仕組み等の導入を検討
する。 

 
    

 事務事業の見直しや自主財源（広告事業やイベントの有料化）の確保等により捻出・削減できた財源を予算枠に加算する仕組みであ
るが、事業見直し等の財源確保の取組が浸透しておらず、予算メリットシステムの導入には至らなかった。 

○実施 

○組込 

○導入 

○本格実施 

○導入 

○実施 

○導入 

取組事項のスケジュール ※検討    実施 
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計画の内容 

 
取 組 結 果 の 詳 細 

No 実施項目 取組内容 
計画期間 

24年度 25年度 26年度 27年度 

 収益事業の推進  

20 広告事業の推進 引き続き広告事業を推進する。 
 

   

 市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上や地域経済の活性化を図るため、平成２０年度より実施している。 
広告事業は安定して成果を上げているが、平成２６年度には、ネーミングライツの基本方針を作成し、新たな広告収入の増加をめざ

している。 
  
広告事業の効果額 

平成２４年度  ４，９９０，０００円 
平成２５年度  ４，６８７，０００円 
平成２６年度  ４，８９８，０００円 
平成２７年度  ５，０８７，０００円 

 

○推進 

取組事項のスケジュール ※検討    実施 


