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第第１１章章  政政策策総総点点検検のの概概要要とと今今後後のの市市政政 
 

1-1 政策総点検とは 

 政策総点検（以下「総点検」という。）とは、関市が現在の行政サービスの質を保ちつ

つ、市民が主役の市政を進めるために、「市民が何を求めているか」「今よりもっと良い

方法がないか」「市が行うべき仕事なのか」などの視点から、全職員が市民目線に立って

全ての事務事業を点検の上、「廃止」、「見直し」、「継続」の検討を行ったものです。 

 点検は大まかに次の流れにより、それぞれのチェックポイントに従い行いました。 

【総点検の流れ】 

①「業務の全体像」の確認 

個々の事業の目的と成果や事業の分量などを整理 

チェックポイント１：「市民目線によりニーズを把握しているか」 

②「市役所が行う妥当性」の検討（＝「廃止」の是非） 

法令的な位置づけや公共性、経済性などから、そもそも役所が行う事業であるかどうか確認 

チェックポイント２：「市が担うべき事業か」 

③手段・方法の改善の検討（＝「見直し」の必要性） 

 ②により継続実施と判断された事業を対象に改善・見直しを検討 

チェックポイント３：「最少の経費で最大の効果が得られるような方法であるか」 

④担い手の具体的なあり方の検討 

 市の担うべき事業の市民との協働の可能性と、市の担うべきでない事業のあり方はどうか 

チェックポイント４：「市民活動にゆだねられないか」 

 なお、各事業の点検は市役所の内部において行っていますが、色々な機会を通じて寄せ

られた市民の意見などを点検結果に反映するよう、十分に留意しました。 

 

1-２ 総点検の経過と結果概要 

（１）推進体制 

推進組織として、市役所内に下記の「関市政策総点検対策委員会」を設置し、随時点検

内容等について検討しました。 
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【政策総点検対策委員会】 

〇委 員 長：森副市長 

〇副委員長：道家副市長、教育長 

〇委    員：市長公室長、市長公室次長、総務部長、総務部次長、民生福祉部長、民生福祉部次

長、環境経済部長、環境経済部次長、建設部長、建設部参事、建設部次長、水道部

長、水道部次長、会計管理者、議会事務局長、教育委員会事務局長 

〇事 務 局：市長公室企画政策課 

 

（２）実施経過 

主な経過概要は、次のとおりです。 

【主な経過】 

〇職員説明会（平成19年12月12日）：点検方法を周知するための会議を開催 

〇第１次点検（平成20年１月10日～同年2月末日）： 

・点検シートによる課内点検（平成20年1月10日～同年1月31日)：課ごとに所管事務事業等

１件あたり1枚の「政策総点検点検シート」を用いて、必要事項を記入しながら廃止、改善

見直し又は継続の検討を実施 

・部長による部内検討（平成20年2月12日～同年2月末日）：課ごとの点検後、部内

横断的な検討を実施 

〇第１回関市政策総点検対策委員会（平成20年3月19日）：中間のとりまとめを実施 

〇第２回関市政策総点検対策委員会（平成20年4月28日）：平成20年度に入って再確認を図る

〇第２次点検（平成20年5月1日～同年5月20日）：課内再点検及び部内再検討を実施し、再度

全シートの記載内容を精査 

〇委員長ヒアリング（平成20年5月23日～同年6月4日）：第２次点検後、取りまとめに向け委

員長による各部長を対象としたヒアリングを実施 

〇第３回関市政策総点検対策委員会（平成20年8月12日）：取りまとめ案の検討 

〇第４回関市政策総点検対策委員会（平成20年10月3日）：取りまとめ案の検討 

〇パブリック・コメント（平成20年10月20日～平成２１年２月２８日） 

 ・市民からの意見等の募集（平成20年10月20日～同年11月19日） 

 ・意見等に対する市の考え方の公表（平成20年12月２５日～平成２１年２月２８日） 
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〇平成21年度予算への反映等（平成20年12月以降） 

＊詳しい点検内容は、資料編の「政策総点検マニュアル」「政策総点検ガイドライン」等をご覧ください。

 

（３）点検結果と対応 

 点検結果の概要は、次のとおりです。 

【点検結果】 

〇総件数：1,061件（うち事務事業841件、補助金等220件。詳細は第４章を参照） 

〇廃 止：  39件 

〇見直し  ：242件（ほかに使用料、手数料等広く事務事業全体にわたる見直し項目が12件）

〇削減見込み額：最大約２億２千万円／年（廃止事務事業の直接事業費のみを計上） 

廃止、見直しがすぐに対応可能なものは平成20年度から行い、それ以外は平成21年度

以降の実施時期を明確化し、また、準備期間を設ける必要がある案件は、実施時期に加え

て見直し期間も明確にしました。 

【廃止、見直しに向けての具体的な取組】 

① 歳入増加に向けた取組 

受益と負担の公平性確保、適正納付の推進、自主財源の拡充を進める。 

② 歳出削減に向けた取組 

土地保有の合理化、商業・観光施設の民営化、集会場施設管理の役割分担、保育の役割分担、

その他の公共施設の統廃合、保育の役割分担、を進める。 

③ 合理的な事業実施に向けた取組 

補助金・交付金の効果的交付、ルールに基づく事業推進 

④ 機能的な組織再編に向けた取組 

市の組織と職員の勤務条件の見直し、定数削減、市の活動の簡素化、公営企業等（特別会計

関係）の見直し、第三セクターの見直しなどを進める。 

【協働の推進に向けての具体的な取組】 

① 市民と行政との協働の推進 

開かれた市政のもと、様々な市民との協働を展開し、指定管理者制度など民間活力の導入、

市民と進めるまちづくりも積極的に進める。 

 

1-3 総点検から見えてきたもの 
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総点検を進める上で設けたチェックポイントからは、事務事業を推進するにあたり、次

の点を重視すべきことがわかりました。 

○チェックポイント１：「市民目線によりニーズを把握しているか」 

市民に積極的に情報を公開し、市民の意見を取り入れていく「市民主導」での市政を推進する。

○チェックポイント２：「市が担うべき事業か」 

 市が関与すべき事業、整備すべき施設を明らかにし、市政の役割を明確にする。 

○チェックポイント３：「最少の経費で最大の効果が得られるような方法であるか」 

無駄の排除と成果の向上が図られる組織、行財政運営に変革していくことにより「管理から経

営」へと転換する。 

○チェックポイント４：「市民活動にゆだねられないか」 

 協働への認識の向上と仕組み作りを進めることにより「協働による市民参画」を推進する。 

 総点検から見えてきた上記の４つの事項の進め方について、市としては今後、次のよう

な観点を重視していきたいと考えています。 

 

（１）市民主導の行政 

市民主導の行政を進めるため、市民の意見を十分に反映するとともに、納税者側、サー

ビスを受ける側の「市民目線」に立って行政を進めます。 

市は、これまでも「移動市長室」、「市政モニター」、「パブリック・コメント手続制

度」等により市民の意見を集約してきましたが、市民の意見を十分に把握できていない事

業もみられるため、今後はより一層の情報共有を進めます。 

【今後も市民にとって良い改善が進むよう市民との情報共有を進めます】 

（情報の公開） 

〇情報は市民共有のものである。 

〇情報発信は、適正な時期・内容・分量により行う。 

〇情報発信は対話、問答等双方向とするよう努める。 

（情報の管理） 

〇行政に委ねられた情報は、ファイリングシステムにより適正に管理する。 

〇情報の適正な管理と共有を図るため電子化を進める。 
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（２）市政の役割の明確化 

市の関与とは「市がヒト、モノ、カネ等の経営資源を投入すること」であり、本当に必

要な事務事業を実施し、又は補助しているかについて判断したものです。 

【市の事業実施、施設整備、及び補助金等の交付基準を明らかにします。】 

（市が必然的に関与すべきもの） 

〇法令等により市に実施、設置等が義務付けられているもの 

〇受益者が特定できないか又は特定できても対価の支払いを求めることができないもの 

〇生活困窮者への支援等 

〇民間又は国、県等が類似のサービスを提供しておらず、かつ、必要不可欠なもの 

〇環境保護等サービスの対象者だけでなく、広く効果が及ぶもの 

〇行政の内部管理 

（市民生活の向上を目指すもの） 

〇福祉施設等一定水準の市民生活を維持するため整備が必要なもの 

〇市民又は地域全体の財産といえる文化、伝統芸能の維持等 

〇防災、防犯等安全・安心な市民生活を維持し、かつ、市民一人であっても市民多数であっても

経費に大きな差が生じないもの 

〇環境保護等サービスの対象者だけでなく、広く効果が及ぶもの 

 

（３）管理から経営への転換 

簡素で効率的な組織への改革と効率的な行財政運営を図るため、今後も次のように対応

していきます。 

【常に最少の経費で最大の成果を生み出す組織運営を目指します】 

（人事組織） 

〇迅速かつ適切な対応が可能な少数精鋭の組織、職員体制に向けた改革を進める。 

〇職務と能力に応じた適正な給与支給を図る。 

〇権限移譲、事業実施等による一時的な職員不足は、臨時的任用、再任用等で対応する。 

（事業運営） 

〇建設工事の経費縮減等統一的な経費削減を継続する。 

〇電子入札、総合評価方式等入札制度の導入を進める。 
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〇｢民設民営｣に近づくよう利用料金制、包括的民間委託等の導入を進める。 

〇事業の効率性、有効性等は、行政評価で継続的に見直す。 

 

（４）協働による市民参画 

今後の地方自治には協働が不可欠であり、協働の定着に向けた市民と行政の連携を拡充

していきます。 

【住民自治の確立に向け協働の定着を図っていきます】 

（基本理念） 

〇互いに相手方を認め合い、対等な関係による連携・協力を行う。 

〇協働がもたらす成果と新しい担い手の育成を重視する。 

〇互いに信頼し合い、明確な役割分担のもとに活動を進める。 

（推進方法） 

〇市民と行政の協働は、公平性、透明性等の諸原則が適用される。 

〇協働についても行政評価に準じたPDCAによるチェックを行う。 

〇指定管理者制度は、サービスの向上と効率性に立ち返り、再評価する。 

〇協働について定期的に市役所内で検討し、具体的な仕組みづくりを進める。 

 

1-4 総点検で進める市民本位の市政 

 総点検は、約１年をかけ、全ての事務事業をチェックした取組であるものの、市民生活

の向上と地域経済の活性化を進めるために構築してきた市の政策を大きく変えることは一

朝一夕には困難であることから、「総点検は、短期の改革だけでなく、次のような考え方

に基づく長期的な今後の市政の見直しに向けた契機である。」と意義づけられます。 

【市政の姿】 「みんなでつくろう 市民が主役の元気な関市」 

 市民との対話を重ね、市民が主役となっていきいきと元気に暮らしていただくような関市づくりを目指します。 

【事務事業の推進にあたり重視すべき事項】  

（１）市民主導の行政 

（２）行政の役割の明確化 

（３）管理から経営への転換 

（４）協働による市民参画 
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【手法】 

（１）今後も市民にとって良い改善が進むよう市民との情報共有を進めます。 

（２）市の事業実施、施設整備、及び補助金交付等の基準を明らかにします。 

（３）常に最少の経費で最大の成果を生み出す組織運営を目指します。 

（４）住民自治の確立に向け協働の定着を図ります。 

【点検結果のフォローの方法】   

行政改革推進事業として今後も定期的に状況を確認していきます。 

 なお、総点検を契機とする取組は、今後「行政改革推進事業」に引き継ぎ、継続してい

きます。 

  

第第２２章章  持持続続可可能能なな行行財財政政基基盤盤づづくくりりにに向向けけてて  

関市は、自立した市民本位の市政を実現するため、新たな地域課題や行政需要、危機管

理等の緊急課題に柔軟に対応できる行財政基盤づくりに向け、固定経費を中心とした歳出

の削減と財源の確保による歳入の安定化、活力ある組織、機構による効果的な政策の形成

と弾力的な運用を進めます。 

総点検においては、自立を可能とする堅実な財政基盤づくりに向けて、権限移譲に伴う

財源の確保とともに、既存の歳入、歳出についての細部にわたる見直しが必要と判断しま

した。 

これは、この先しばらくの間の市税収入は130億円台で推移するものの、地方交付税に

ついては現在適用されている合併特例措置が平成27年度から段階的に縮減され、特例期

間が終わる平成32年度頃には現在と比べ約21億円もの歳入の減少が見込まれる一方、歳

出はすでに始まっている高齢者の増加により今後の社会保障関係費の急増が見込まれるこ

とによるものです。 

 この第２章は４部構成とし、第１部は「歳入増加に向けた取組」について、第２部は「歳

出削減に向けた取組」について、第３部は「合理的な事業実施に向けた取組」について、

第４部は「機能的な組織再編に向けた取組」について、それぞれ見直す内容を説明します。   
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＜＜＜   第第第１１１部部部   歳歳歳入入入増増増加加加ににに向向向けけけたたた取取取組組組   ＞＞＞   

歳入増加に向けては、継続して安定的な歳入のため、応益負担の原則のもとに課税、利

用料金、減免制度の運用等を見直すとともに、滞納による収納率の低下を抑制し、財政運

営の安定性を確保するほか、将来の財政需要の増加にも対応できるような新たな自主財源

の確保を図ります。 

 

2-１-1 受益と負担の公平性を確保します 

「受益と負担の公平性の確保」とは、「利用する人、サービスを受ける人が費用を適正

に負担している状態とする。」ことの意味であり、市の施設を使用し、又は証明書の発

行に対する適正な負担のあり方についての統一的な基準を設け、運用を図るほか、料金

の減免が不公平な扱いとならないよう見直しを図るもので、次の６つをその内容として

います。 

（１）都市計画税課税の見直し 

（２）使用料の見直し 

（３）手数料の見直し 

（４）減免制度の見直し 

（５）全額公費負担事業の見直し 

（６）職員からの駐車料金の徴収 

 

（１）都市計画税課税の見直し 

関市は、現在、都市計画税を関地域のみで課税していますが、受益と負担の観点から、

都市計画区域の全域に課税するよう見直します。 

 都市計画税は、下水道、公園、街路等都市施設を整備する財源に充てるため、市民税、

固定資産税等の普通税とは別に目的税として課税するものです。旧関市は、都市計画区域

に都市計画税を課税し、都市施設の整備に伴う市債償還などの財源に充ててきましたが、

都市計画区域を有する旧武芸川町を始めとする旧武儀郡の町村には、都市計画税が課税さ

れていませんでした。 

この扱いは、平成17年の市町村合併以降も継続していますが、平成20年度から平成22



 11

年度までの間に進める都市計画マスタープランの見直し後、都市計画区域には都市計画税

を公平に課税するよう、見直しを図るものです。 

 なお、これに併せて、都市計画区域とそれ以外の区域との税負担のあり方についても調

査、研究を進めます。 

〇都市計画区域内は、都市計画税の公平な負担とする。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成23年度から 

◎所管課：税務課（都市計画課、都市整備課、下水道課） 

 

（２）使用料の見直し 

関市は、公の施設の使用料の見直しを進めます。 

市は、さまざまな施設を整備し、生活の豊かさ向上に大きく貢献していますが、一方で

は施設の運営、維持管理に多大な経費を支出し、その多くは施設使用料と市税によって賄

っています。市は、これまでにも指定管理者による運営管理等による経費の抑制とサービ

スの向上に努め、使用料を据え置いてきましたが、サービスの継続、施設の利用者と非利

用者との均衡の観点から適正な受益者負担を求めるべきものと判断し、見直しを進めます。 

 地方自治体は、地方自治法第238条の４第７項の規定により、行政財産の使用又は公の

施設の利用について使用料を徴収することができますが、一方で、施設等の使用にあたっ

ては、利用者の公平な応分負担のもとに平等な使用の機会を確保する義務があります。す

なわち、特段の理由が無い限り、優先的な利用はできないことになります。 

この見直しは、この基本原則に立ち、基本的には施設の種類ごとに統一的な使用料を定

めるほか、関連して、減免制度の見直しと施設利用の機会の均等化を図ろうとするもので

あり、市税で賄う部分を除き、受益者に応分の負担を求めるものです。 

なお、小中学校は使用料を徴収することができない施設ですが、この使用料とは教育活

動に関するものを指すことから、教育以外の目的で利用するときは徴収できることになり

ます。見直しとは、このようなことも含みます。 

〇受益者が受益に応じて負担する「受益者負担の原則」による。 

○行政負担と受益者負担の割合を明確にする。 

○概ね３年ごとに見直しを図る。 

○使用料は、地域、施設の経過年数による格差を付けない。 
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〇大幅な引上げとなる場合は、段階的に引き上げるような措置を講じる。 

〇特定団体の継続的な使用が繰り返されないよう、施設の利用機会の均等化を図る。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成22年度から 

◎所管課：総務財政課（その他施設を所管する課） 

 

（３）手数料の見直し 

関市は、手数料の見直しを進めます。 

市は、各種証明、許可、督促等の多くの手数料を徴収していますが、使用料と同様この

手数料についても、サービスの受益者と非受益者との均衡等の観点から、適正な負担を求

めるべきものと判断し見直しを進めます。 

 市の手数料の額は、戸籍法に基づく証明書の交付手数料のように「地方公共団体の手数

料の標準に関する政令」に基づく金額を標準としているものもありますが、地方自治法第

227条において地方自治体は特定の者のために行う事務の場合には費用として手数料を

徴収することができるとされていることから、独自に算定しているものも多くあります。 

この見直しは、受益と負担の観点から見直す使用料、減免制度との関係が深い独自算定

分について、これらの見直しと前後して進めようとするものです。 

 基本となる考え方や算定のルールは、使用料と同様なものを予定しています。 

〇受益者が受益に応じて負担する「受益者負担の原則」による。 

○行政負担と受益者負担の割合を明確にする。 

○概ね３年ごとに見直しを図る。 

〇大幅な引上げとなる場合は、段階的に引き上げるような措置を講じる。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成22年度から 

◎所管課：総務財政課（その他各手数料徴収を所管する課） 

 

（４）減免制度の見直し 

関市は、使用料の見直しとともに減免制度についても見直します。 

市は、政策の推進のため必要なときには、例外的な扱いとして使用料の全部又は一部を

減免していますが、統一的な減免基準は整備されておりません。 

この見直しは、減免は条例等の定めに基づいた手続により行っているものですが、減免
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の対象となっている施設の運営は、通常の使用料収入だけでは不足し、市税等でも賄って

いることから、「特定の利用者に偏った減免制度の運用は、減免を受けられない利用者に

とっては使用料負担の増加となり、非利用者にとっては税負担の増加につながる。」と見

ることもできると判断したことによります。 

具体的には、使用料の見直しで述べたように、減免の見直しと施設利用の機会の均等化

を図るため、平成20年度から整備を進めている使用料の減免基準を厳格に適用しようと

するものです。 

〇減免基準の明確な文書化を図る。 

〇補助金交付と減免の重複は、理由を明確にする。 

〇特定団体の継続的な使用が繰り返されないよう、施設の利用機会の均等化を図る。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成22年度から 

◎所管課：総務財政課（その他施設を所管する課） 

 

（５）全額公費負担事業の見直し 

関市は、事業費の全額を市が負担する事業について、応分の負担を求めるよう見直しを

図ります。 

この見直しに該当する事業には、検診や講座のほかに森林整備に関するものがあります。 

このうち、森林保全に対する費用負担のあり方については、森林所有者に負担を求める「原

因者負担」と恩恵を受ける者に負担を求める「受益者負担」との対比の中で、森林からの

受益は安全・快適な市民生活に広く影響を及ぼすものであることから、受益者負担とすべ

きもののその財源は森林税等目的税であるべきとの考え方もあるように、貴重な普通税を

財源とする事業のあり方を検討するものです。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成22年度から 

◎所管課：総務部総務財政（その他全額公費負担事業のある課） 

 

（６）職員からの駐車料金の徴収 

関市は、職員からの駐車料金の徴収を検討します。 

市役所庁舎を始め支所、学校、児童福祉施設等の公共施設に勤務する職員の多くは、公

共交通機関による通勤が不便なことを主な理由として、自家用車により通勤しています。
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このため、ほとんどの公共施設で、来客用駐車場とともに職員の駐車スペースが確保され

ています。 

しかし、たとえそれが通勤のためであっても、職員が公共施設の敷地内に自家用車を駐

車することは受益と負担の観点から、適正な額の使用料を徴収することが原則であると考

えます。したがって、受益者負担の観点と職員の福利厚生、勤務の特殊性等の観点を考慮

しながら、職員からの駐車料金の徴収について検討します。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：秘書課 

 

2-1-2 適正な納付・納入意識の高揚を図ります 

 「適正な納付・納入意識の高揚」とは、市民の信頼のもとに託された貴重な財源であ

る市税等を無駄なく活用しまちづくりを進めていることへの理解を深めるとともに、善

良な納税者の信頼を失うことのないよう、悪質な滞納者には断固たる対応を執るもので、

次の３つをその内容としています。 

（１）納付手段の拡充 

（２）公売の推進 

（３）効率的な債権管理の検討と司法の活用 

 

（１）納付手段の拡充 

関市は、市税を納付しやすい環境を整備するため、クレジットカードによる納付の検討

を進めます。 

市税の収納を円滑に進めるためには、市税の使途を明らかにし、納税者に期限内納付に

向けた理解を求めることが重要ですが、生活様式の多様化に対応するためワンストップサ

ービス、ノンストップサービス化を進め利便性を向上させるように、納付手段の多様化策

も必要なことから、振替納税、コンビニエンスストア納付に加えクレジットカードによる

納付も検討するものです。 

しかし、コンビニエンスストアで取り扱われる金額には上限（30万円未満）があり、

すべての納税者に対応できないこと、及びクレジットカードによる納付は収納に伴う手数
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料支払いが高額となることなど不公平な扱いとなることから、拡大に向けては課題が多い

ものといえます。 

○口座振替を推進し、口座振替率の向上を図るとともに残高不足に対する注意を促す。

〇コンビニエンスストア納付等、納付しやすい環境を整備する。 

〇クレジットカードによる納付を検討する。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成22年度から 

◎所管課：税務課（国保年金課） 

 

（２）公売の推進 

 関市は、悪質な滞納者から滞納市税等の回収を図るために実施している一般競争入札や

インターネットを利用した公売を市有財産の売払いにも活用するなど、推進を図ります。 

滞納とは、納税者が市税等を期限までに納付しないことから、市は督促したものの、完

納されない状態にあることをいいます。市は、市税等が歳入の重要な財源であること、完

納した者と滞納者との間に不公平が生じることから、滞納の解消に向け、出納員、分任出

納員及び収納員による滞納世帯の随時訪問を実施し、滞納者の状況把握と納付依頼を継続

するほか、定期的な一斉滞納整理を実施することで適切な納付の回復に向けた対応を行っ

ています。しかし、それでも納付されない悪質な事案については、法令に従い差押、公売

を実施する滞納処分を行っています。 

こうした公売は、悪質な滞納者から滞納市税等の回収を図るために有効な手段ですが、

不要となった市有財産の処分にも利用できると見込まれます。 

○滞納整理の強化と納付催告や臨戸訪問を行う。 

○国民健康保険税の資格証明書、短期保険者証の交付による対応を適正に進める。 

〇公売による滞納の解消を図る。 

〇公売を物品の売払いにも利用する。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成22年度から 

◎所管課：管財課（税務課、国保年金課） 

 

（３）効率的な債権管理の検討と司法の活用 

関市は、市の債権についても一元的に管理し、適正な対応、処分を進めます。 
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市は、現在債権のうち分担金、使用料、加入金、手数料及び過料等については「関市税

外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例」により、これらを除く債権については「関市公

有財産及び債権の管理に関する規則」により督促を行っています。 

一方、先進自治体では、自治体の債権を一元的に管理し、処理するための条例等が整備

され、この中で台帳作成、不納欠損見込額の把握、債務が履行されない場合の滞納処分や

強制執行のほか、滞納処分の執行停止等の手続が明らかにされています。 

善良な市民にとっては催告処分に要する経費さえも不公平なものであることから、市は

悪質な滞納者への処分を強化することは適切な対応と考えており、「効率的な債権管理の

検討」とは、地方が主役となる時代を迎え貴重な財源を自らの責任において適正に管理す

る責任を果たすとともに公平な社会づくりを進めるものであり、「司法の活用」とは、市

営住宅の使用料滞納のような場合で通常の臨戸訪問による納付指導等では対応できない悪

質なものについては、弁護士に依頼し住宅の明渡し訴訟の提起や強制執行の手続をとるこ

とにより強制的な退去や債権の回収も図ろうとするものです。 

〇関係各課の徴収部門の連携を強化する。 

○保育料は、効果的な在園中の納付催告を強化する。 

〇先進自治体の市債権管理を参考として、悪質な滞納者への対応を強化する。 

〇市営住宅使用料の悪質な滞納者に対しては、連帯保証人へ請求する。 

〇悪質滞納者に対しては、強制執行手続を行う。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成22度から 

◎所管課：管財課・高齢福祉課・子育て支援課・水道課・学校給食センター 

 

2-１-3 自主財源の確保を図ります 

「自主財源の確保」とは、厳しい財政状況のもと、自主、自立による市民本位の市政

を実現するためには、地域の特性を生かし、工夫を凝らして積極的に財源の確保を図る

必要があることから、既存の制度を精一杯運用するもので、次の３つをその内容として

います。 

（１）企業誘致による税収増 

（２）ふるさと納税制度の推進 
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（３）さまざまな市の媒体への有料広告掲載の導入 

 

（１）企業誘致による税収増 

関市は、産学民官の連携による協働を強化していきますが、その中で先端産業に関する

情報を提供できる環境も整備していきます。 

これは、東海地方の主要都市には航空機関連産業の企業集積が急激に進んでおり、市も

同様に、自動車関連産業に続く航空機関連産業等先端産業の企業進出を促し、より生産性

の高いものづくり産業都市の形成を進め、税収の増加を図ろうとするものです。 

これに伴い、市は、民間主導による工場団地の造成も積極的に支援していきます。 

○先端産業を中心とした企業誘致を充実する。 

○民間主導による工場団地の造成や企業進出を積極的に支援する。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：工業振興課 

 

（２）ふるさと納税制度の推進 

関市は、ふるさと納税の積極的な働きかけとこの制度を活用した魅力的なまちづくり、

くらしづくりを進めます。 

「ふるさと納税」とは、平成20年の地方税法改正により設けられた制度で、自治体に

対する寄付金のうち5,000円を超える部分について、市民税等が控除されるものです。 

市は、この制度を「遠く故郷を離れた市民が活動に代え、寄付により参画する協働」と

認識しており、透明性と納得性のもと、貴重な寄付を「なつかしく、誇りにできるふるさ

とづくり」に充てていくほか、この制度は「第二のふるさと」「心のふるさと」も対象と

なることから、市の魅力をPRし、個性的なまちづくりを推進することで「まちの応援団」

の拡大も図ろうとするものです。 

○納税により参画する協働を進める。 

◎実施時期：平成20年度から 

◎所管課：企画政策課（税務課） 

 

（３）さまざまな市の媒体への有料広告掲載の導入 
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関市は、市広報紙「広報せき」に広告枠を設け、又は市ホームページにバナー広告を設

けるなど、公の施設や発行物、その他さまざまな媒体における民間広告の有料掲出を進め

ます。 

この広告掲載は、「市民生活と関わりが深い市内企業等の民間情報を広報せきや施設等

に掲出することは、協働の一形態である。」との考え方に立ち、広告を掲出することによ

り経済の活性化や市民生活を豊かさの創出とともに新たな自主財源の確保を図ろうとする

もので、主に市の資産や発行物などを広告媒体として、有料で提供するものです。 

媒体と情報の内容は可能な限り対象を広げ、たとえばスポーツ施設等の命名権（ネーミ

ングライツともいう。施設やイベント等に対して企業等の名称を付す権利をいう）の導入

も検討してきます。 

 なお、これとは反対に市が費用を負担する民間の路線バスへのラッピング広告は、効果

が薄らいでおり、廃止していきます。 

○広報せき、封筒、市ホームページ等への有料広告の掲載を進める。 

〇施設等への有料広告の掲示を進める。 

〇市民と行政が一体化した戦略的なPRによる市、企業のイメージアップを図る。 

〇広報せきや市ホームページの内容を精査改善し、魅力ある広告媒体とする。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成20年度から 

◎所管課：広報課（全課） 

   

＜＜＜   第第第２２２部部部   歳歳歳出出出削削削減減減ににに向向向けけけたたた取取取組組組   ＞＞＞   

歳出削減に向けては、「市に不可欠な資産のみ保有」の考え方のもと、固定経費の削減

に向け不要な施設、未利用地の処分を進めるとともに、保有する施設については民間活力

を導入するほか、効率的な運営による経費の抑制を図ります。具体的には、未利用地や重

複する施設は民間による有効利用に供するため売却等を進め、市が保有を継続するものは

指定管理者制度による運営管理を図るほか、管理経費の削減につながる貸出も積極的に進

めます。さらに今後は、緊急性の低い施設、土地、物品の新規取得を停止します。 

総点検では、「市役所が行う妥当性」すなわち「市が関与する必要性」「市が主体とな

るべき妥当性」を重要なチェックポイントとしましたが、これらは事務事業だけでなく、
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土地の保有、施設の整備、物品の保有等についても広く適用されるもので、市がどのよう

に考えているかについて、公の施設を例に挙げて説明します。 

公の施設とは市民の福祉増進のための施設をいい、小中学校、福祉施設、文化施設、ス

ポーツ施設のほか、商業、観光施設や集会場施設が含まれます。市は、現在194の公の施

設を指定管理者制度により運営管理していますが、そのうち商業、観光施設については民

営化すべきものが多く含まれ、集会場施設については市が保有すべきものとそうでないも

のがあると考えています。 

今回の総点検では、市が保有するすべての施設について、「市が関与する必要性」「市

が主体となるべき妥当性」等の検討は十分にできませんでしたが、引き続き検討を継続し、

固定経費の削減に努めます。 

 

2-2-1 合理的な土地保有を図ります 

「合理的な土地保有」とは、市の普通財産及び関市土地開発公社の棚卸資産のうち、

普通財産については未利用地の一般競争入札等による売払いを進め、もう一方の棚卸資

産のうち特に長期保有土地については市による計画的な買戻しとともに、公社による民

間への売却も進め、経営の健全化を図るもので、次の３つをその内容としています。 

（１）普通財産の売却等 

（２）関市土地開発公社保有土地の処分 

（３）関市土地開発公社の規模縮小 

 

（１）普通財産の売却等 

関市は、普通財産の利活用等の方針を明らかにしたうえで未利用地については、売却等

処分を進めます。この売却収入は臨時的な収入であることから、経常的な収入とは別の扱

いとし、たとえば関市土地開発公社（以下「公社」という。）からの取得や市債の償還等

将来負担の軽減を目的とした支出に充てることも検討に加えます。 

この売却等は、管理経費の削減、一時的な歳入増加による財政状況の改善と民間による

資産の有効活用を図るため、効果の高い固定資産の処分を進めようとするものです。 

その方法は、用途廃止の道路・水路敷のような、隣接土地所有者が最も有効に活用でき

る土地は隣接者に売却しつつ、単独で活用が可能な土地は一定条件（都市計画用途や他の
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法律との整合性等）のもとに一般競争入札による売却を行います。また、未利用地のうち

売却が困難なものについては、貸付による歳入増加に努めます。 

なお、処分可能な土地の一覧は「新公会計における複式簿記の導入」に伴う資産台帳の

整備と並行して整備するものとし、境界の未確定や実測面積が不明な土地については、順

次境界の査定・測量を進めます。 

○未利用地は、原則として一般公募入札により売却する。 

〇売却が困難な未利用地は、貸付による財産収入増加に努める。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：管財課 

 

（２）関市土地開発公社保有土地の処分 

関市は、公社が保有する土地の買戻しを進めます。 

市が100%出資した公社には長期間保有が続く土地が存在し、毎年度金融機関から借換

えを繰り返す一方、地価の下落が続いたため経理上の含み損が生じています。今後も地価

上昇は期待できないことから、この含み損はさらに膨らむことが予想されます。 

 この対応としては、ひとまず「土地開発基金」を積み増したうえで公社保有の土地を市

（担当事業課）が再取得し、公社の経営の健全化を図るとともに、市有地として利活用を

図り、それ以外の保有土地は、公社が独自に売却を進める方法が考えられます。 

これは、公社が市に代わり公有地を先行取得する手法は地価上昇と景気拡大が続く時代

には有効であったものの、現在のような経済状況では思い切った手段を講じない限り「塩

漬け状態」から脱却し経営の健全化を図ることはできないとの見通しから、比較的財政状

況が健全な今のうちに、計画的な再取得を進めようとするものです。 

○公社保有地の市による取得と普通財産の処分を進める。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：関市土地開発公［公共用地課］ 

 

（３）関市土地開発公社の規模縮小 

関市は、公社の規模を縮小します。 

高度経済成長期の自治体は公共施設の整備に必要な土地取得が重要な課題であったこ
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とから、自治体の予算とは別に金融機関からの借入により土地の先行取得ができる公社は

重要な役割を果たし、市においてもわかくさ・プラザ、警察学校の用地取得や道路改良事

業の代替地取得等に活用してきましたが、現在では、経済の低成長が続き地価上昇の見込

みも少ないうえ、新規に広大な土地を必要とする事業も見当たらないほか、早急な用地取

得が必要なときは土地開発基金を活用することも可能です。 

このように、公社の存続目的が薄れていると判断されることから、公社の規模を縮小し

ようとするものです。 

○土地開発基金による用地取得等効率的な用地取得に努める。 

〇公社の運営経費を削減する。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：関市土地開発公社［公共用地課］ 

 

2-2-2 商業・観光施設の民営化を推進します 

「商業・観光施設の民営化推進」とは、商業、観光分野の施設運営は民間事業による

べきものとの判断から、いわゆる「店子」としての賃貸借だけでなく、施設の売却を伴

う民営化を進めるもので、次の３つをその内容としています。 

（１）温泉施設等の運営見直し 

（２）道の駅・物産品販売施設の運営見直し 

（３）濃州関所茶屋の運営見直し 

 

（１）温泉施設等の運営見直し 

関市は、温泉施設の民営化を進めます 

市は、板取、武芸川、上之保地域に温泉施設を保有し、現在は指定管理者による運営を 

続けていますが、将来的には経営可能な民間事業者への売却を検討していきます。 

名  称 所在地 営業時間・料金 

板取川温泉バーデェハウス 関市板取 10時～21時  大人600円 

武芸川温泉ゆとりの湯 関市武芸川町八幡1558-7 10時～21時  大人600円 

上之保温泉ほほえみの湯 関市上之保477 10時～21時  大人600円 

市が公の施設（広場等も含む。）を設置する根拠は、概ね次のようなものです。 

（ア）法令等に市による設置の定めがあるため 
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（イ）福祉施設、セーフティネットのように一定水準の市民生活レベルを維持するため 

（ウ）文化、スポーツのような市民の生活を豊かにするため 

（エ）その他政策推進のため 

市は、「市が関与すべき妥当性」が（ア）から（エ）の順に低くなるものと考えており、

（エ）に該当する娯楽施設、商業施設、観光施設にあたる温泉施設、物産販売所、キャン

プ場、バーベキュー等の施設について、民営化を検討していきます。 

〇観光施設は民間事業とする。 

◎見直しの時期：平成24年度から 実施時期：平成26年度から 

◎所管課：商業観光課 

 

（２）道の駅・物産品販売施設の運営見直し 

 関市は、道の駅のうち経営状況の良くない施設についてはテナントの経営改善を促し、

物産品販売施設については民営化を進めていきます。 

 市は、洞戸、武芸川、武儀の各地域に設置している道の駅については、建物のみを指定

管理とし、別途テナント方式による営業を行っています。 

名   称 アクセス 営業時間 

道の駅 ラステンほらど 国道沿い 9時～18時 

道の駅 むげ川  武儀川・南武芸橋右岸 8時～19時 

道の駅 平成  平成こぶし街道沿い 9時～18時 

道の駅は、安心、快適な休憩の場、沿道地域の文化、歴史、名所、特産物等の情報発信

の場、活力ある地域づくりの場等を目指し、県とともに整備したものですが、国土交通省・

「道の駅のあり方を考える研究会」が平成13年に指摘した「水準の低い施設に共通する

メンテナンスの低下、24時間のサービス提供が不十分、同じような施設が多い」等に該

当する施設もあります。 

 この見直しは、全国的には企業による運営での成功例も多く見られることから、利用者

本位のサービスが提供でき、経営改善につながるようなテナントとの契約を進め、さらに

将来的には施設全体の指定管理も含めた契約や完全な民営化を検討していこうとするもの

です。 

一方、上之保地域の物産品販売施設については、現在、建物の管理を含めた指定管理者

による運営としていますが、この施設の指定管理を止め、民間事業者への売却を進めます。 



 23

〇商業施設は民間事業とする。 

◎見直しの時期：平成25年度から 実施時期：平成27年度から 

◎所管課：商業観光課 

 

（３）濃州関所茶屋の運営見直し 

道の駅に性格が似た関地域の濃州関所茶屋も、道の駅と同様の方針とします。 

関市は、現在、直営で濃州関所茶屋を運営し、飲食店部門はテナント方式（行政財産の

目的外使用）としていますが、この施設についても、隠れ家的な立地条件にある施設の有

効利用と収益の安定化につながるメニューの開発が可能な指定管理者による運営に転換し、

継続的な高品質のサービスを提供することにより、固定客の定着と地域のにぎわい創出を

実現しようとするものです。 

この施設についても、将来的には底地の所有権を留保したまま、建物についてのみ、経

営可能な民間事業者への売却を検討していきます。 

〇商業施設は民間事業とする。 

◎見直しの時期：平成24年度から 実施時期：平成26年度から 

◎所管課：商業観光課 

 

2-2-3 地域と分担して集会場施設を整備します 

「地域と分担した集会場施設の整備」とは、地方自治に不可欠なコミュニティ活動の

推進のため、市は小学校区ごとに地域拠点コミュニティセンター（現ふれあいセンター）

を整備し、地域、自治会は移管を受けた公民センター等を運営管理することでコミュニ

ティ活動の活発化を図るもので、次の３つをその内容としています。 

（１）地域拠点コミュニティセンターの整備 

（２）地区公民センターの移管 

（３）地区公民センター類似施設の移管 

 

（１）地域拠点コミュニティセンターの整備 

関市は、集会場施設の設置目的、利用状況、整備状況等を勘案するとともに、市の役割
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は広域的なコミュニティ形成であるとの判断のもと、地域ごと（関地区は小学校区ごと）

に地域拠点コミュニティセンターの整備を進めていきます。 

市は、生涯学習、研修等の目的のほかに自治会の集会場としても使用されている施設と

して、ふれあいセンター（７施設）、地区公民センター（110施設）のほか、農林関係の

研修施設等を多数整備していますが、これら施設の維持管理が固定経費の増大を招いてい

ることから、これまでにも指定管理者による運営によって効率化を図ってきました。 

地 域 ふれあいセンター 
棟

数 
地区公民センター 

棟

数
地区農業研研修施設 

棟

数

関地域 安桜ふれあいセンター 7 東山公民センターほか 60 藤谷転作促進技術センターほか 8

洞戸地域 洞戸基幹集落センター 1 洞戸小瀬見集会場ほか 10 下洞戸活性化センター 1

板取地域 板取生涯学習センター 1 板取白谷集会場ほか 14 板取多目的研修会場ほか 2

武芸川地域 武芸川生涯学習センター 1   

武儀地域 武儀生涯学習センター 1 富之保雁曽礼集会場ほか 22  

上之保地域 上之保生涯学習センター 1 上之保鳥屋市集会場ほか 4  

一方、市内では１施設当たり500万円を上限とする市の補助金交付を受け、自治会によ

る集会場整備も進められています。 

この整備の見直しは、このように同じ集会場施設でありながら地域間の整備レベルや受

益者負担に格差が存在することは不公平であることから、集会場整備のルール化を図るも

ので、市は広域的なコミュニティ形成を目的とする地域（人口から関地区は小学校区を単

位とする地区ごと）の拠点となるコミュニティセンターの整備を担うものです。 

〇市は、ふれあいセンターの建設基準に基づき、地区拠点コミュニティセンターを整備

する。 

〇武芸川生涯学習センターはこの基準に該当する施設とし、洞戸、板取地域は洞戸基幹

集落センターを該当施設とし、武儀、上之保地域は武儀生涯学習センターを該当施設

とする。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：管財課（生涯学習課） 

 

（２）地区公民センターの移管 

 関市は、110箇所の地区公民センターについて、自治会共同組織への移管を進めます。 

 この移管は、上記（１）により、市が関与すべきでないと判断された地区公民センター

について、底地の所有権を留保したまま、建物と付属建物のみを地元自治会共同組織へ無



 25

償譲渡するものです。 

なお、多くの地区公民センターは、防災上の避難所となっていることから、地元移管さ

れた後には、改めて避難所としての利用について協定を締結することとなります。 

〇集会場施設は、地元に移管する。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成20年度から 

◎所管課：管財課（危機管理課） 

 

（３）地区公民センター類似施設の移管 

 関市は、地区公民センターに類似した施設についても、地区公民センターと同様の移管

を進めます。 

 これは、地区農業研修施設の利用形態は地区公民センターに近いことから、11施設す

べてについて、地区公民センターと同様地元自治会共同組織へ無償譲渡を進めるものです。 

この手続に伴い補助金等の返還が必要となるものについては、あらかじめ関係省庁との

協議を整えたうえで地元協議を進めるほか、避難所としての利用については、地区公民セ

ンターの場合と同様の扱いとします。 

なお、市有物品である研修等資機材が存在する場合は、施設と同様、無償譲渡により移

管します。 

〇集会場に類似した施設は、地元に移管する。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成25年度から 

◎所管課：管財課（農務課） 

 

２-2-４ 民間事業者と分担して保育を実施します 

「民間事業者との保育の分担」とは、保育は民間事業者による提供が望ましいとの立

場に立ち公立保育所の民営化を進めるほか、民間事業者による保育所整備が見込めない

地域においては、指定管理者制度による運営を導入し公設民営による保育の提供を進め

るものです。 

（１）保育所の民営化推進 
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（１）保育所の民営化推進 

 関市は、民間事業者による受入が可能な市中心部から段階的に公立保育所の民営化を進

めます。民間事業者の参入が見込めない地域については、保育に支障が起きないよう直営

から指定管理者による運営に切り替えていきます。 

これは、市の保育は民間事業者による提供を優先し、民間事業者による保育が提供され

ない地域においてのみ公設民営による提供とする考えによるものです。 

現在、市内には、市立の保育所が12施設、民間事業者の保育所が9施設あり、このほか

に民間事業者の幼稚園が8園あります。現在市内に待機児童は無く、この先もその心配は

少ないことから、市はこの機会に民間事業者の保育所又は幼稚園による受入を進め、段階

的に市立保育所を廃止していきますが、当面は、民間保育所等による受入が可能な市中心

部が対象となります。 

この保育所の廃止に伴い、現在保育士全体の約半数を占める正規職員の退職を臨時職員

で補う等により、サービスを低下させないよう職員の削減を図ります。 

このほか、現在、市立保育所のうちいくつかの施設については、耐震補強と老朽化によ

る更新が必要となっていますが、これらの対応も民営化スケジュールに併せていきます。 

なお、保育園は乳幼児の心身の発達のための良好な環境が求められることから、公設民

営化にあたっては、一般的な保育の能力、実績を有することは当然のこと、食育の重視等

品質やサービスの充実を求めていきます。 

○保育は、民間事業を優先する。 

〇民間事業化できない地域の市立保育所は、公設民営とする。 

◎見直しの時期：平成22年度から 実施時期：平成25年度から 

◎所管課：子育て支援課 

 

2-2-5 その他の施設の民営化・統廃合を推進します 

「その他の施設の民営化・統廃合」とは、市町村合併から３年が経過し、合併の目的

でもあった行政組織の再編を本格的に進めるにあたり、合併前の判断基準により整備さ

れた公共施設についても、公共交通体系の再編による効率性も考慮しながら、再配置す

るものです。 
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再配置に伴い不要となった施設のうち可能なものについては、売却、取壊しを進める

こととしますが、これは固定経費の増大の要因となっている維持費等を削減するための

もので、次の10をその内容としています。 

（１）支所（地域事務所） 

（２）保健センター 

（３）老人福祉センター 

（４）小、中学校 

（５）関商工高校 

（６）体育・運動施設 

（７）研修施設 

（８）生涯学習施設・図書館分館 

（９）給食センター 

（10）ごみ収集 

 

（１）支所（地域事務所） 

市は、平成20年度からの第４次総合計画において、西の２地域と東の２地域をそれぞ

れ一つの地域として整備を進めるビジョンを明らかにしましたが、これは今後の急激な人

口減少が地域自治の崩壊を招かないようにするために、基盤となるコミュニティの再編が

急務であることによります。 

現在の支所（地域事務所）は、次のような状況となっています。 

支所名 所在地 所管区域 

東部支所 関市西神野145-3 西神野、神野、上大野、志津野及び小野 

西部支所 関市小屋名110 小屋名、希望ケ丘町、上白金、下白金、山田、津

保川台1丁目、津保川台2丁目、虹ケ丘北、虹ケ

丘南、側島、保明、戸田、千疋、千疋北1丁目、

千疋北2丁目、大平台及び植野 

洞戸事務所 関市洞戸市場292-3 洞戸市場、洞戸通元寺、洞戸片、洞戸菅谷、洞戸

小坂、洞戸大野、洞戸黒谷、洞戸栗原、洞戸飛瀬、

洞戸尾倉、洞戸高賀、洞戸阿部、洞戸高見及び洞

戸小瀬見 

板取事務所 関市板取1643-17 板取 

武芸川事務所 関市武芸川町八幡1446-1 武芸川町谷口、武芸川町宇多院、武芸川町平、武

芸川町小知野、武芸川町八幡、武芸川町高野及び

武芸川町跡部の区域 

武儀事務所 関市中之保5696-1 富之保、中之保及び下之保 



 28

上之保事務所 関市上之保15119-1 上之保 

今後はコミュニティの再編を重視し、関係が深い東・西部支所、地域事務所の所管区域

の見直しから着手し、平成23年度に着手する土地利用計画、他の公共施設の再配置計画

との整合を図りながら、順次統廃合を進めます。 

◎見直しの時期：平成23年度から 実施時期：未定 

◎所管課：企画政策課（秘書課、広報課、市民課） 

 

（２）保健センター 

関市は、保健センターの設置についての見直しを、関わりが深い施設との関係も整理し

ながら進めます。 

市は現在、市内に６箇所の保健センターを設置しており、関地域が拠点となり、他の地

域が分所となっています。保健センターは、現在、妊産婦から乳幼児、成人に至るまでの

疾病予防、健康増進の拠点として機能していますが、今後、少子高齢化が進み、多様化す

る健康課題に対し保健師等の専門職が担う役割はますます増えるものと考えますが、正規

職員の増員は容易ではありません。 

地 域 名 称 所在地 

関地域 関市保健センター 関市日ノ出町1-3-3 

洞戸地域 関市洞戸保健センター 関市洞戸通元寺172-2 

板取地域 関市板取保健センター 関市板取6503 

武芸川地域 関市武芸川保健センター 関市武芸川町八幡1533-７ 

武儀地域 関市武儀保健センター 関市中之保5443 

上之保地域 関市上之保保健センター 関市上之保15110-１ 

この見直しは、少ない職員数でもさまざまなニーズに対応できるよう、たとえば保健セ

ンターだけでなく、地域包括支援センターとの合築、一体運用等による地域福祉を低下さ

せないような合理化を進めようとするものです。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成24年度から 

◎所管課：保健センター 

 

（３）老人福祉センター 

関市は、老人福祉センターの施設利用について、受益者負担の検討から着手します。 

市は、「老人福祉法」の定めにより高齢者の健康増進、レクリエーション等を目的とし

て老人福祉センターを６施設設置しており、そのうちの５施設には、無料の浴場施設が併
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設されています。 

地 域 名 称 所在地 

関地域 関市わかくさ老人福祉センター 関市若草通2-1 

洞戸地域 関市洞戸老人福祉センター 関市洞戸市場773 

板取地域 関市板取老人福祉センター 関市板取6503 

武芸川地域 関市武芸川老人福祉センター 関市武芸川町八幡1537-1 

武儀地域 関市武儀老人福祉センター 関市中之保5443 

上之保地域 関市上之保老人福祉センター 関市上之保15019 

今後、高齢者が増加していく中で、老人福祉センターのように身近な娯楽施設の利用が

高まることから、運営経費の増大と施設の老朽化に伴う修繕費の増加が見込まれます。 

この見直しは、本来ならば施設維持のため、受益と負担の観点から施設利用に対する相

当額の使用料を徴収するところですが、高齢者自らが進める健康増進等は高齢者医療、介

護費用の抑制に効果があることから、老人福祉センター施設のうち、浴場の維持経費の一

部についてのみ負担を求めていくものです。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：高齢福祉課 

 

（４）小、中学校 

関市は、小中学校の運営の見直しを進めます。 

現在市内では、新市に編入された地域を中心として、生徒数が減少しつつあります。す 

でに市内の小学校では、国が定めた学級編制基準に照らし児童の数が著しく少ないことか

ら、複数学年の児童を一学級に編制する複式学級を実施しています。 

地 域 小学校名称 所在地 学童数（人）

関地域 関市立安桜小学校 関市いろは町1 538

関市立旭ケ丘小学校 関市旭ケ丘2-1-1 409

関市立桜ケ丘小学校 関市明生町 4-1-1 514

関市立瀬尻小学校 関市小瀬 2120-4 467

関市立倉知小学校 関市段下 66-1 416

関市立南ケ丘小学校 関市倉知 4372 112

関市立富岡小学校 関市市平賀 506 549

関市立田原小学校 関市西田原 1465 423

関市立下有知小学校 関市下有知 1525-1 464

関市立富野小学校 関市西神野 270-1 89

関市立金竜小学校 関市上白金 482-1 712

洞戸地域 関市立洞戸小学校 関市洞戸市場248 109

板取地域 関市立板取小学校 関市板取 1804  53

武芸川地域 関市立博愛小学校 関市武芸川町高野 254 232
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関市立武芸小学校 関市武芸川町谷口 1336 116

関市立寺尾小学校 関市武芸川町谷口 2316 38

武儀地域 関市立武儀東小学校 関市富之保 2777-2 99

関市立武儀西小学校 関市下之保 2719 56

上之保地域 関市立上之保小学校 関市上之保 1071 91

地 域 中学校名称 所在地 生徒数（人）

関地域 関市立緑ケ丘中学校 関市緑ケ丘 2-1-10 662

関市立旭ケ丘中学校 関市旭ケ丘 2-3-1 466

関市立桜ケ丘中学校 関市桜台 3 丁目 13 番 1 号 558

関市立下有知中学校 関市下有知 3121 番地 1 196

関市立富野中学校 関市志津野 2972 番地 69

関市立小金田中学校 関市小屋名 127 番地 317

洞戸地域 関市立洞戸中学校 関市洞戸市場 566 番地 1 51

板取地域 関市立板取中学校 関市板取 2305 番地 31

武芸川地域 関市立武芸川中学校 関市武芸川町八幡 1503 番地 207

武儀地域 関市立武儀中学校 関市中之保 5700 番地 5 96

上之保地域 関市立上之保中学校 関市上之保 13502 番地 49

この見直しは、今後、各地域で少子化は進むことが予測されることから、市域全体で小、

中学校のあり方を検討していくもので、子どもの成長への配慮から、一定規模の児童（生

徒）数を目指す統廃合だけに捉われることなく、たとえば小学校・中学校併設校による運

営等の長所、短所とも比較しながら、納得できる運営形態への転換を図るものです。 

なお、学校の運営経費を抑制する目的から、学校用務員の臨時職員化又は民間委託の検

討を進めます 

◎見直しの時期：平成21年度から  

◎所管課：教育総務課（学校教育課） 

 

（５）関商工高校 

 関市は、関商工高校の将来のあり方についての見直しを進めます。 

市は、現在関商工高校の校舎の耐震化、グラウンド整備等の問題解決に向け、関商工移

転事業基本構想策定委員会を設置して検討を進めていますが、今後も少子化が続き、次第

に生徒数の減少が見込まれることから、関商工高校のあり方について、市民の声を尊重し

た検討を行う必要があると認識しています。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：未定 

◎所管課：関商工高等学校 
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（６）体育・運動施設 

 関市は、体育・運動施設の機能の充実とスポーツの推進を積極的に図ります。 

市は関市総合体育館を始めとして、陸上競技場、野球場、テニスコート、体育館等69

箇所の運動施設を設置していますが、これら施設のうちの重要なものは約41haの敷地面

積を持つ中池公園に配置されており、この中池公園の整備を「中池公園第７期拡充整備マ

スタープラン」に沿って進めます。この整備にあたっては、運動公園としての機能を高め

るため、勤労青少年ホームを取り壊します。 

 一方、市は現在多くの体育・運動施設を直営で管理しており、今後は指定管理者制度の

導入を拡大しますが、導入にあたっては、施設管理だけでなく競技指導も受けられること

から利用者の満足度が高い洞戸運動公園のような契約を目指すほか、すでに指定管理者に

よる運営管理を行っている武芸川健康プールのような施設については、民営化の検討も進

めます。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成25年度から 

◎所管課：運動公園課（市民健康課） 

 

（７）研修施設 

 関市は、少年自然の家のあり方については抜本的な見直しを図り、洞戸高賀山自然の家

については民間事業者への売却も含めて検討します。 

市は現在、宿泊研修等施設として、中池公園内の少年自然の家と洞戸地域の洞戸高

賀山自然の家を設置していますが、このうち、青少年宿泊教育施設である少年自然の家

は、昭和51年の改修以来30年余りが経過し、施設全体の老朽化に加え、耐震補強も必要

となっています。同様の施設は県内でも関ヶ原町、山県市等にいくつか存在しますが、少

年自然の家は、ベッド等の宿泊設備が古く、利用者ニーズに合わないことが多いことか

ら、利用者は減少傾向にあります。 

この見直しは、利用状況の改善を図るため、利用者ニーズに合わせた新たな施設整備の

ほか、各地域の廃校舎等を転用した運動施設又は宿泊学習施設の整備も検討に加えること

で、整備費用の抑制と遊休施設の有効利用を図ろうとするものです。 

一方、洞戸高賀山自然の家は、まとまった面積の敷地もあり、民間事業者による有効利

用を図るよう売却も含めて検討します。 
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◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成23年度から 

◎所管課：運動公園課 

 

（８）生涯学習施設・図書館分館 

 関市は、生涯学習施設の集中を図り、機能を充実することで、より効果的な学習の実現

を目指します。 

市は、現在生涯学習拠点の中心となるわかくさ・プラザのほか、各地域には生涯学習セ

ンターを設置し、関地域には小学校区ごとにふれあいセンターを整備することで学習効果

を高めています。一方、図書館は、わかくさ・プラザ内の関市立図書館のほか、武芸川地

域と武儀地域の生涯学習センターには分館を整備し、そのほかの生涯学習センターには分

室を設けています。 

地 域 代表的な生涯学習施設 主な図書施設 

関地域 わかくさ・プラザ 関市立図書館 （わかくさ・プラザ） 

洞戸地域 洞戸生涯学習センター 洞戸分室（生涯学習センター内） 

板取地域 板取生涯学習センター 板取分室（生涯学習センター内） 

武芸川地域 武芸川生涯学習センター 武芸川分館（生涯学習センター内 

武儀地域 武儀生涯学習センター 武儀分館（生涯学習センター内） 

上之保地域 上之保生涯学習センター 上之保分室（生涯学習センター内） 

 この見直しは、人口の減少が見込まれることから、施設と機能を集中し、学習効果と運

営の効率性を高めようとするもので、生涯学習センターについては利用者本位のサービス

を提供できる指定管理者による運営管理を導入し、図書館については関市立図書館、武芸

川分館及び武儀分館の３館運営とし、開館時間も統一するほか、分室はふれあい文庫とす

る検討を進めていくものです。 

◎見直しの時期：平成21年度から（生涯学習施設） 実施時期：平成21年度から 

（図書館）生涯学習センターの指定管理委託後 

◎所管課：生涯学習課 

 

（９）学校給食センター 

 関市は、学校給食センターの効率化に向けた見直しを進めます。 

 市は、現在関地域の関市学校給食センターのほかに洞戸学校給食センター、板取学校給

食センター、武儀学校給食センターによる給食サービスを実施しています。学校給食は、
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文部科学省が定める「学校給食衛生管理の基準」を満たし食の安全を確保していますが、

今後も施設の老朽化は進み、新しい基準等への適応が求められることから、修繕、機材等

の整備が続くものと考えられます。 

この見直しは、将来児童生徒数が減少し収入が減少しても運営、運送等の経費は大きく

減少しないことから、早い段階からできる限り効率性を高めようとするもので、施設の統

廃合、民間委託等の検討を進めるものです。 

この見直しにあたっては、食の安全、教育の一環である食育、地産地消の推進等の政策

も重視していきます。 

○食育、地産地消の推進等に配慮しながら、効率的な給食サービスのあり方を検討する。

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成22年度から 

◎所管課：学校給食センター 

 

（10）ごみ収集 

 関市は、ごみ袋の料金の見直しを含む、ごみ収集の経費節減を進めます。 

現在、市では有料の指定ごみ袋に詰め、ステーションに出されたごみを直営（一部は委

託）で収集し選別等の処理をしていますが、このようなごみ収集に要する費用のうちごみ

袋だけでも実費を下回る費用負担となっており、多額の財源が必要となっています。 

この対応としては、平成20年９月からレジ袋の有料化を実施し、引き続き市民総出に

よるごみの減量化を進めますが、これだけでは十分でないと見込まれ、受益と負担の観点

から、ごみ袋の料金から見直していこうとするものです。 

一方、ごみ収集体制については、当分の間は直営を維持することにより、ごみ収集を通

じた不適正なごみ排出に対する指導や臨機応変な不法投棄への対応を強化していきます。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成23年度から 

◎所管課：生活環境課（清掃事務所） 

 

2-2-6 美術品等収蔵品の有効利用を図ります  

「収蔵品の有効利用」とは、保管庫に収蔵している多くの美術品等を貸出、展覧等に

より有効利用を図るものですが、収蔵品の中には紫外線による色あせ、脱色が進むおそ
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れもあることから、注意を払いながら進めます。次の２つをその内容としています。 

（１）作品の有効利用 

（２）民俗資料の整理 

 

（１）作品の有効利用 

 関市は、収蔵庫等に保管されている寄贈美術品の展示、貸出等を積極的に進め、有効利

用を図ります。 

現在、市の美術品等の収蔵庫は、文化会館、わかくさ・プラザ等に設けてありますが、

足りない状況が続き、増設が急がれています。 

この活用は、これら作品等は市民共有の財産であるとの認識から、保管から展示、貸出

等に転換し、積極的な公開と有効利用を図ろうとするものです。 

○美術品は、積極的な展示、貸出等により有効利用を図る。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成24年度から 

◎所管課：文化課 

 

（２）民俗資料の整理 

 関市は、民俗資料の有効利用に向け、整理を進めます 

市は、合併時に旧町村地域に伝わる農具、生活用品等の民俗資料を引き継ぎましたが、

いずれも十分な整理がなされないまま各地域の施設に分散した状態で保管されています。 

これは、重複した資料も多く存在し、整理がされないままとなっているものを精査し、

体系的な整理を行うことで管理経費の削減と資料の有効利用を図ろうとするものです。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成23年度から 

◎所管課：文化課 

   

＜＜＜   第第第３３３部部部   合合合理理理的的的ななな事事事業業業実実実施施施ににに向向向けけけたたた取取取組組組   ＞＞＞   

合理的な事業実施に向けては、成果に結びつく事業を選択のうえ、集中的に経営資源を

投入します。これは、市には限られた貴重な財源を託され、最大限効率的な活用が求めら
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れていることから、この負託に応え得る行政運営を実現しようとするもので、具体的には

次のようなものです。 

〇 同一目的や類似事業を整理し、重複した事業を実施しない。 

〇 給付型の支援は、自立支援型へ転換する。 

〇 イベントは、参加者の視点に立ち、目的や効果等から見た統廃合を進める。 

〇 運営費補助から事業費補助へ転換し、原則として３年以内の終期を設定する。 

〇 市民活動等の公益性の高い活動への支援を充実する。 

〇 市民生活の安全確保、市の発展、活性化に効果的な事業に重点化する。 

〇 コスト縮減による事業量の確保と行政評価による点検を図る。 

 

2-3-1 補助金・交付金の効果的な交付を推進します 

「補助金・交付金の効果的な交付」とは、成果志向の行政運営を図るにあたり、補助

金、負担金についても具体的な成果を目指した支出とするものです。 

支出は、明確な基準や合理的な判断に基づく公平なものとし、既得権化しない運用と

するもので、次の２つをその内容としています。 

（１）成果につながる補助金交付 

（２）成果につながる負担金支出 

 

（１）成果につながる補助金交付 

関市は、団体運営費補助から事業費補助へと切り替えを進め、３年間以内の交付期間と

する等の補助金の見直しを進めます。 

現在、市が単独で交付している補助金等は総額で10億円近い金額に上ることから、突

然の大幅な見直しは、大きな混乱を招くことが予想されます。したがって、総点検では、

影響が少ないものを除き、必要な活動にのみ交付されているか、活動の成果が社会に還元

されているか、適正な金額、割合か等の観点からの点検と課題の整理に留め、本格的な見

直しは改めて統一的に進めることとしました。 

この見直しは、今後、平成18年10月に定めた「関市補助金等交付基準」を厳正に適用

し、成果につながる補助金等の交付への転換を図ることにより、組織の自立と活動を促進

するものです。 
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これにより、たとえば団体運営費補助は、成果との関係が明確でない限り廃止するか、

又は事業費補助へ切り替えるほか、地域の特産品開発のように経済的利益が得られる場合

は当然のこと、公共サービス提供の場合であっても、原則として事業に対する市の負担（関

与）割合は総事業費の２分の１以内とし、他に市による援助が存在するときは、それらも

含め２分の１以内とします。 

さらに、補助金はすべての団体等が等しく交付を受ける機会が与えられなければなりま

せんが、補助金の予算には制限があることから、同一事業者による同一事業に対する補助

は、３年間以内に限るものとします。 

 このほか、毎年多額な補助金の交付が継続しているもの、職員の人件費補助となってい

るもの、外郭団体を補助することで民間事業者の活動を阻害する結果となっているもの等

についても、十分に検証し、見直しを図っていきます。 

〇団体運営費補助金 

・３年以内に廃止し、事業費補助金に切り替える。 

〇事業費補助金 

・成果が明らかとなるような交付基準に基づき交付する。 

・事業効果、成果が確認できる報告書の様式に改める。 

・補助事業内容の不定期な検査を実施する。 

・奨励、育成目的の場合、目的達成の時点で交付を廃止する。 

・事業費の２分の１以内とする。 

・３年の期限付きサンセット方式とする。 

・補助事業者を一元で管理し、重複補助の排除を図る。 

・同一、類似事業への重複補助の排除に向け、事業の統廃合を促進する。 

○国等の制度に関連し交付する補助金の交付終期は、国等の制度に準ずる。 

○事業者（個人）の所得に基づき、補助金交付の要否を判断する。 

〇事業者（個人）の市税等の滞納がないことを交付の条件とする。 

〇補助金・交付金の圧縮が計画的に進むよう、実施計画のローリングにおいて、３年間

ごとの支出を見直す。 

○外郭団体への補助は、民間の活動を阻害しないよう公平性の確保に努める。 

○補助事業者の財務状況の積極的な情報公開を求める。 
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◎実施時期：平成20年度から 

◎所管課：総務財政課（その他補助金支出のある課） 

 

（参考） 

関市補助金等交付基準（抜粋） 

第２ 定義等 

１ 定義 この基準における補助金等とは、関市が地方自治法第232条の２の規定に基づいて公益上必要が

あると認めた場合に交付する補助金、助成金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいい、

補助金的性格を持った負担金を含むものとする。ただし、交付金、国・県補助に伴う規定分の補助金は当

該交付基準の対象外とする。 

２ 交付対象 補助の対象は、原則として、次の通りとする。 

（1）団体 

（ア）事業費 事業に公益性があり、その実施に金銭的な援助が必要な場合とする。 

（イ）運営費 団体の存在に公益性があり、団体の設立、運営に当たり、金銭的な援助が必要な場合

とする。 

（2）個人 

個人の経済的負担軽減や一定の行為への誘導等のため金銭的な援助が必要な場合、又は事業の業績が

市勢の発展に寄与する場合とする。 

第３ 交付基準 

１ 判断基準 

（1） 公益性 

ア 共通判断基準 事業又は団体の活動や個人等に対する金銭的援助による効果が、市の施策の行政目

的の達成につながり、市が直接事業等を行うより効果的であること。 

イ 個別判断基準 次のいずれかの項目に該当すること。 

（ア） 地域での市民自治の推進、社会福祉の向上に寄与し、特定の者のみでなく多くの者に利益が

及ぶものであること。 

（イ） 学術、文化、芸術、技術、スポーツ等の振興、向上に寄与するもの。大会、イベント等の開

催が地域経済の活性化に寄与するものであること。 

（ｳ） 市の施策として推進する事業を、団体、個人に対して奨励しようとするもの。 

（エ） 地域の経済、産業の振興、雇用の促進の分野において、市が積極的に普及、支援する上で、

事業の推進を図るための援助が必要な事業。 

（オ） 行政と市民の役割分担の中で、真に補助すべき事業・活動であること。 

（2） 適格性 次のすべての項目に該当すること。 

ア 補助金等の交付に対して費用対効果が認められること。 

イ 事業・活動の目的、視点、内容などが社会・経済情勢に合致していること。 

ウ 地域における公平性を保っていること。 

エ 補助金等の支出根拠が法令・条例・規則・要綱等に基づき明確にされていること。 

オ 補助金等の支出目的・範囲が憲法89条等の法令の規定に抵触しないこと。 

カ 交付申請等の諸手続きが市の規則等に基づき行われていること。 

キ 団体の会計処理が適正に行われ、補助金の使途が適切であること。 

ク 団体の設立目的、事業内容と補助の目的との整合が取れていること。 
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ケ 団体の決算における繰越金（剰余金）が、補助額と比較し過大でないこと。 

コ 団体の構成員が会費等による適正な負担を行っていること。 

（3） 補助金等を交付することが適当でない事業・団体 

ア 本来、国、県、民間等が負担すべきもので、市の負担が適当でないもの。 

イ 状況の変化等により、事業目的、効果等が不明確となったもの。 

ウ 零細な補助金等で、事業効果が薄いと認められるもの。 

エ 団体等において、自己資金で充分運営が可能なもの。 

オ 法令等において行政が責任を持って行わなければならない事業。（原則として委託で処理する。）

（4） その他（個人に対するもののみ） 

ア 市税の未納がないこと。（市単独で定めた補助金に限る。） 

イ 財政援助を目的とする補助金については、適切な所得要件等が設定されていること。 

２ 交付額等の基準 

（1） 対象経費 

補助の対象となる経費を明確にし（個々の補助金の交付要綱等に定める）、交際費、慶弔費、飲食 

費、懇親会費等直接公益的な事業に結びつかない経費や、社会一般通念上公金でまかなうことがふさわ

しくないと考えられる経費、他団体への負担金等を目的とするものは対象外とする。 

（2） 交付額の基準 

補助額は、補助対象経費の２分の１以内とする。ただし、下記に係るものについては対象経費の２ 

分の１を超えて交付することができるものとする。 

ア 元金及び利子補給金 

イ 市が行政目的達成のために設立した団体への補助金等 

ウ 市が政策として重点的に進めることが必要な事業に係る補助金等 

エ 市の行政サービスの格差是正事業に係る補助金等 

オ その他市長が特に認める場合、又は補助率を定めて交付することが、その性格上なじまない補助金

 等 

（3） 見直し基準 

ア 見直し期間の設定 

補助金等については単年度交付が原則であり、継続的に交付するものも最長３年を目途として見直

すものとする。また、奨励を目的とする補助については、原則として終期を設定すること。 

    イ 団体運営費 

    団体運営費については、団体設立時を除き、その補助目的を明確化するため、補助対象事業を限定

した事業費補助金への移行を図る。新規設立団体についても、３年を目途に移行を図る。 

  ウ 見直し基準 

    事業内容、補助金の使途について精査するとともに、補助事業が真に目的の効果を上げているか検

証し、不適切なもの、効果の少ないもの、所期の目的を達成したものは廃止又は他事業への転換を行

う。 

（4） その他 

  交付にあたっては、支出証拠書類等により対象経費を的確に把握し、適正な額の交付に留意すること。

 

（２）成果につながる負担金支出 

関市は、負担金についても補助金の統廃合に併せ、整理を進めます。 

たとえば、負担金のうち、協議会負担金は特定の課題解決を図る組織の運営のために必
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要な経費に対する応分の負担として支出するものですが、中には市の課題解決に結び付き

にくいものも存在することから、補助金の統廃合と同様、見直しを図るべきものといえま

す。 

 この見直しは、このような負担金について「市に成果をもたらすか」「財政的な負担を

説明できるか」「担当者の調整で済ませられないか」「研修といえるか」等の観点からの

精査を進め、成果との関連が明らかでないものついては、支出を止めるものです。 

○負担金の性質を明確にする。 

・目的は妥当か、共催の場合、市の関与は必要か 

・目的、役割分担から負担割合は適正か 

・活動は効率的か、統廃合を求められないか 

・成果につながっているか 

〇研修負担金は、研修成果が明確なものに限り、支出する。 

〇実施計画のローリングにおいて、３年間ごとの支出を見直す。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：総務財政課（その他負担金支出のある課） 

 

2-3-2 ルールに基づいた事業実施を図ります 

「ルールに基づいた事業実施」は、「行政評価を反映した実施計画による計画的な事

業の実施」を基本としながらも、「マニフェスト等に基づく政策的な事業の実施」を例

示的に示すものです。 

（１）行政評価・実施計画による事業実施 

（２）耐震化を優先した建物整備 

（３）生活者視点の道路整備 

（４）複合団地用地の転用 

 

（１）行政評価・実施計画による事業実施 

関市は、ヒト、モノ、カネ等の経営資源を緊急性、重要性の高い事業へ集中して投入さ

せる合理的な事業実施を進めます。 



 40

市は、国の施策により、今後次第に地方交付税が減少していきますが、それを補うよう

な税収の増加は見込むことができません。一方、耐用年数の到来や耐震補強により施設整

備の需要はいっそう高まりますが、単なる更新の繰り返しは市債の増加による将来の財政

危機を招くことにもなることから、合理的な事業実施が不可欠となります。 

行政評価・実施計画による事業実施とは、行政評価システムと実施計画との一体運用す

ることにより、成果につながる事業に対し合理的に経営資源の投入を行うものです。 

今回の総点検における合理化の例としては、「敬老事業（祝金の減額、祝品の廃止）」

「健康スタンプラリー事業（参加賞の廃止）」「各種優良児童の表彰（健康優良児童表彰

の廃止）」「児童生徒、団体等への報償（新入学児童生徒への祝品贈呈の見直し）」等の

見直しが挙げられます。 

敬老事業を見直した理由は、祝金の給付よりも介護等高齢者福祉制度を充実すべきもの

と判断し、その財源として祝金の額を削減するものの、敬老意識を高めることも重要なこ

とから制度自体は残すこととしたことによります。このほかにイベント等の参加賞、入学

等の祝品等についても、別の事業を充実したほうが目的の達成につながりやすいことから

予算配分を見直します。 

○事業評価による進捗管理と事業執行上の課題抽出を行い、事業の改善を図る。 

○施策評価を実施し、事業の貢献度、重要性を相対評価し、事業優先順位付けを行う。

◎実施時期：平成20年度から 

◎所管課：企画政策課（全課） 

 

（２）耐震化を優先した学校建物整備 

 関市は、学校の校舎、体育館の耐震補強を優先的に実施します。 

この優先的な整備は、東海・東南海地震の影響を受けるおそれのある市にとって安全な

避難所の確保は喫緊の重要課題であることから、公共施設のうち学校施設の耐震補強を進

め、中でも校舎、体育館の整備を優先しようとするものです。 

また、プールは緊急時の水源としても活用します。 

○重要な施設の耐震化、災害への対応は、最優先で実施する。 

◎実施時期：平成20年度から 

◎所管課：教育総務課 
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（３）生活者視点の道路整備 

関市は、一般的な道路等の整備について、優先順位付けと整備の格差付けを進めます。 

市の人口は減少に向かい、市税収入も次第に減少するおそれがあることから、他の施設

整備と同様、道路整備についても、利用者や地域住民にとって不可欠なものから順に必要

十分な規模で整備を進めることとします。 

この見直しは、道路整備にあたっては通行量等を根拠としますが、辺地等一定要件に該

当する中山間地等の地区については、通行量等の比較では著しく不利な扱いとなることか

ら、使用に重大な支障が生じない程度に整備格差を付けたうえで整備を進めようとするも

のです。 

 この順位付け、格差付けにより、これまでにトンネルによる整備を県あてに要望してき

た県道北野乙狩線は、危険箇所のみの局部改良を要望することとし、小宮祖父川線整備事

業等は1.5車線での整備を進めることとします。 

なお、順位付け、格差付けの際に考慮される要因には、次のようなものが考えられます。 

〇幹線道路に接続できていない生活道路か 

〇中濃厚生病院等高次医療施設への移送に不可欠な道路か 

〇災害時にライフラインとなる道路又はその代替道路か 

〇物流に不可欠な道路か 

〇各地域を結ぶ幹線道路か 

〇生活者のための道路整備か 

〇トンネル、橋梁等は、妥当性がある場合に限り整備する。 

〇中山間地域等は、「1.5車線道路整備」による整備を導入する。 

・現道を極力生かした必要最低限の機能確保 

・待避所設置、視距確保の局部改良、２車線改良、１車線改良の組合せ 

・小型車同士が後退することなく、すれ違いできることが最低水準 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成20年度から 

◎所管課：土木課（都市計画課、都市整備課、公共用地課） 

 

（４）複合団地用地の転用 

関市は、複合団地用地として造成を予定していた土地のうち、一部は造成せず、森林の
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まま保全することとします。 

市は、これまでに志津野地内において、関市土地開発公社による関ロジスティクスセン

ター用地の先行取得を実施し、その後複合団地用地に目的を変更し、保有してきました。

この保有土地は、今後進出企業の要望に沿ったオーダーメード的な造成の後、売却します

が、その一部は整備しないものとします。 

一方、市は東海北陸自動車道の全線開通や平成21年3月の東海環状自動車道西関IC（仮

称）の供用開始等の好条件が揃い、先端産業を始めとする工場用地の旺盛な需要があるこ

とから、これらの用地確保は引き続き進めます。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成22年度から 

◎所管課：公共用地課（工業振興課） 

   

<<<   第第第４４４部部部   機機機能能能的的的ななな組組組織織織再再再編編編ににに向向向けけけたたた取取取組組組   ＞＞＞   

機能的な組織に向け、簡素で効率的な組織、新たな地域課題や行政需要、危機管理等の

緊急課題に柔軟に対応できる組織への再編とこれを支える職員の育成を図ります。 

関市は、市町村合併からすでに３年が経過したことから、新市の組織、機構の本格的な

整備の時期を迎えたといえます。また、地方分権により自主、自立の行財政運営が求めら

れており、こうした状況に対応していくためには、限られた経営資源で最大の効果を挙げ

る経営型の組織への転換が必要です。 

そのため、現行の各課等の業務内容及び業務量を精査のうえ、関連する業務を再編、統

合し、市民にとって分かりやすく、かつ、社会経済情勢の変化、行政需要の多様化に即応

した行政サービスを総合的、機能的に提供できるよう、抜本的な見直しを行います。 

また、市の機能を補完するため市が出資し設立された第三セクターについても、民間事

業者の活動を阻害しないよう、十分な精査のうえ、存続の可否を含む役割の見直しを進め

ます。 

 

2-4-1 組織、勤務条件を見直し、職員の定数削減を図ります 
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「組織、勤務条件の見直しと職員の定数削減」とは、簡素でありながら新たな行政課

題、地方分権改革にも対応できる柔軟で活気ある組織の実現に向け、組織の改編と所管

事務事業の見直しを進めるもので、次の５つをその内容としています。 

（１）政策志向の組織への改編 

（２）地方分権改革への対応 

（３）早期希望退職制度の運用 

（４）人事システムの再構築 

（５）職員給与の見直し 

 

（１）政策志向の組織への改編 

関市は、地域等の課題に柔軟に対応できる、効率的な政策志向の組織の整備を進めます。 

これは、本格的な新市の組織、機構へ転換時期を迎えたことから、簡素で効率的ながら

機能的に課題へ対応できる組織、市民の声が届き易く、地域課題等に適切に対応でき、透

明性の高い組織への改編を図るため、各地域事務所、出先機関の再配置、統廃合のほか、

課等の新設や統廃合、所管事務事業の見直しを進めるものです。 

組織の改編や事務事業の見直し、業務部門の民間委託、臨時的任用等の拡大を図ること

により職員の削減を進めるとともに、政策の企画立案、監督管理等に重点的に職員を配置

し、全体として簡素な組織であるものの、有効な政策を実行できる機動性の高い行政運営

を目指します。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成20年度から 

◎所管課：秘書課 

 

（２）地方分権改革への対応 

関市は、自己決定、自己責任のもと、地域の資産を生かした個性あるまちづくりを進め

るため、移譲された権限について、運用等の総合的な判断を迅速に行い、地域住民、事業

者の利便性向上と活動を促進できる組織づくりを進めます。 

 これは、岐阜県の権限移譲は約940項目の権限、事務が対象とされ、平成10年度から

手続が進められていますが、今後さらに約360項目以上の権限、事務が移譲対象とされる

見込みであり、この中には専門性、裁量性の高い権限も多く含まれることから、迅速かつ
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適切な対応ができる組織、職員体制を進めるものです。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成20年度から 

◎所管課：秘書課（全課） 

 

（３）早期希望退職制度の運用 

関市は、市町村合併前の職員１人あたり人口130人を目標とし、合併により増加した職

員を合併後10年間で150人削減する計画を進めていますが、組織の維持、活性化を図る

ためには職員の年齢構成のバランスにも配慮する必要があることから、定年前の早期退職

を勧奨する制度（退職勧奨制度）を積極的に運用するとともに、計画的な職員採用を進め

ます。  

現在、市の教職員を除く職員787人（特別職を含む。）の年齢構成は50歳から60歳ま

での年齢層が346人と全体の約41％を占め、その一方で26歳から30歳までは47人、

26歳以下は22名で合計でも９％弱となっており、年齢構成の偏りが顕著です。 

市は、退職勧奨制度を積極的に運用し、職員構成を整えるとともに、人事を刷新し、適

正な人事管理や公務の能率的な運営を図ります。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成20年度から 

◎所管課：秘書課 

 

（４）人事システムの再構築 

関市は、新たな地域課題や行政需要、危機管理等の緊急課題に柔軟に対応できる組織、

権限移譲による事務事業の増加に対応できる組織とする必要があることから、職員を部局

単位で配分し、柔軟に対応できる体制を構築します。 

地方分権改革への対応には職員のスキルアップも必要となり、そのためには職員一人ひ

とりの継続的な努力の積み重ねで実現できることを組織全体が理解し、それぞれが実践す

ることが必要なことから、組織の活性化を図り、職員の勤務意欲の高揚につながる給与体

系と人事評価制度からなる人事システムの整備に取り組みます。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成20年度から 

◎所管課：秘書課 
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（５）職員給与の見直し 

 関市では、行政職・医療職・教育職の給料表を適用し、給料の支給を行ってきました

が、今後は現状にあった給料表の検討を進めます。 

これに併せて、関商工高等学校の教職員の給与についても見直すほか、通勤手当や住居

手当、特殊勤務手当等について、支給の有無を含めた見直し、職員の健康保持を主旨とし

た時間外勤務の削減、週休日の振替等による時間外手当等の削減に取り組みます。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成20年度から 

◎所管課：秘書課 

 

2-４-２ 市の活動を簡素化します 

「市の活動の簡素化」とは、必要以上に華美や過剰な行政活動を見直すことを例示的に

示し説明するものです。 

（１）広報の発行配布の効率化 

（２）市主催イベントの削減 

 

（１）広報の発行配布の効率化 

 関市は、「広報せき」を毎月１日号のみをカラー印刷とすることで印刷経費の節減を進

めます。 

市は、昨年度まで、広報紙「広報せき」をカラー印刷により、１日号、15日号として

月２回（１月1日を除く。）発行し、このほかに自治会には班回覧の文書も配布していま

したが、平成20年度からは毎月１日号のみをカラー印刷とし、15日号は２色印刷とする

ことで印刷経費の節減を進めます。将来は、月１回の発行回数や表紙のみのカラー化（内

容は２色）なども検討します。 

また、自治会役員による配布、郵送による個人あての発送を見直し、配達業務の民間委

託、新聞折込等とすることで、配布に係る経費の削減と自治会役員の広報配布に伴う負担

軽減も検討します。 

このほか、広報せきに同封される大量の文書や回覧文書の精査を図り、できる限り効率

的な文書配布に努めます。今後は、広報せきで周知しなければならない内容と地域限定し
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たお知らせを区別し、地域限定情報については地域コミュニティ（市民活動団体やまちづ

くり団体など）を中心とした広報地域版を発行できるような仕組みづくりを検討していき

ます。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成20年度から 

◎所管課：広報課（総務部総務財政課） 

 

（２）市主催イベントの削減 

関市は、生涯学習や地域振興を目的とするイベントは市主催を止め、市が主催するもの 

であっても協働型へと転換します。 

市が実施しているイベントには、生涯学習の定着と拡大を図るもの、地域の観光PR、物

産の販売と地域の賑わいづくりを目的とするもの、人権や環境保護等広く社会生活の基本

への認識を深める目的のもの等さまざまあり、その多くについて、市は補助金の交付に加

え、職員を従事させる等のことを行ってきました。 

この削減は、今後は、事務事業の実施と同様、市が直接関与し直営で実施する必要があ

るものを除き、原則として事業を主催しないこととし、仮に主催する場合であっても、「市

民による市民のためのイベント」の趣旨から、できる限りさまざまな担い手の参加を得る

協働型の実施に転換していこうとするものです。 

イベントの実施にあたり財政的な支援が必要な場合には、事業経費に対し補助金等を交

付することがありますが、交付は通算して３年間を上限とし、その間に活動主体が自立す

ることを条件とします。したがって、常に補助を前提とするような事業実施は、原則とし

て認められないことになります 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：企画政策課（その他イベント主催担当課） 

 

2-4-３ 公営企業等の健全経営を推進します 

「公営企業等の健全経営の推進」とは、下水道事業のように一般の歳入、歳出と区分

した経理による事業（特別会計）や公営企業である水道事業（公営企業会計）について、

独立採算制の維持に向け、長期的な展望に立った改善を進めるもので、次の５つをその
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内容としています。 

（１）水道  

（２）下水道 

（３）食肉センター 

（４）公設地方卸売市場 

（５）国民健康保険（診療所分） 

 

（１）水道  

関市の公営企業である上水道事業は、現在のところ事業収入による独立採算で事業が実

施できているほか、可能な範囲で業務委託を進めており、この点で改善の余地は少ない状

態ですが、市は工業用水を上水道から提供していることから、今後の企業立地により工業

用水の供給需要が高まることで送水設備の増設が必要となるほか、旧町村部の簡易水道施

設（特別会計）を利用した給水は効率が悪く、運営経費の削減に向けた統合を進める必要

があります。 

これら増設、統合にあたっては、将来の財政負担とならないよう合理的な整備手法を選

択するほか、将来にわたり水資源を安定供給できるよう節水意識を啓発し、漏水対策を強

化して有収率を高め、給水停止等により使用料徴収率の向上を図るとともに、維持管理の

合理化、管理労力の節減を進めることで、健全な企業経営を目指します。 

なお、料金については、合併時の協定に基づき平成20年4月から見直し、実質的には7

月からの徴収に反映されておりますが、今後も財政収支計画の検証を行いながら見直しを

検討していきます。 

〇受益と負担の公平な関係、安定経営の観点から、収納率の向上を図り、定期的に料金

を見直す。 

〇滞納者への対応を強化し、法令に基づく給水停止等の措置を強化する。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：水道課 

 

（２）下水道 

関市の特別会計である下水道事業も、公営企業としての性質を持つものです。現在下水
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道事業は、現状可能な範囲で業務委託を進めておりこの点では改善の余地は少ない状態で

すが、一般会計からの繰入金に依存するところが多く、その要因となっている施設整備に

は、処理水の高度処理化や処理場の耐震化に向けた施設改修のほか、老朽化した施設の改

修や経営効率の悪い農業集落排水施設の運営経費の削減に向けた統廃合が予定されていま

す。 

この繰入れが将来の財政負担とならないよう、合理的な整備手法の選択のほか、収納率

の向上、料金見直しの検討を進めます。 

〇一般会計からの繰入金の抑制に努める。 

〇受益と負担の公平な関係、安定経営の観点から、収納率の向上を図り、３年ごとに料

金を見直す。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成22年度から 

◎所管課：下水道課 

 

（３）食肉センター 

関市が運営する食肉センター（と畜場）は、市内外の畜産業者、食肉加工業者等が使用

し食肉を加工していますが、この施設は老朽化が進んでいることから、今後多額の更新費

用とこれに伴う一般会計からの繰入れが必要と見込まれており、市は「と畜場」の継続の

ため、類似施設を持つ自治体との間で効率的な施設運営の実現に向けた協議を進めます。 

施設の運営については受益者負担の原則から関係者の負担とすべきものですが、これ以

上の利用料の見直しは生産者の負担増を招き生産意欲の低下につながること、及び食の安

全の面から需要の高い国内の畜産業等の維持が求められていることから、類似施設を持つ

自治体との間において、効率的かつ安定的な施設運営に向け、統廃合を図るよう進めるも

のです。 

〇共同設置、共同運営による効率化を図る。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成25年度から 

◎所管課：農務課 

 

（４）公設地方卸売市場 

関市は、中濃公設地方卸売市場の施設の有効利用を図りながら、市場として必要な範囲
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で営業を継続します。 

中濃公設地方卸売市場は、地域の良質な食料の流通拠点として整備しましたが、市場外

流通の増大、本部で一括仕入れする量販店、コンビニエンスストアの増加と農産物直売施

設の整備等により、市場の取扱高が減少し、市場の経営は悪化しています。 

この見直しは、今後の少子高齢化の進展がさらに食料需要を減少させ、市場への出荷、

市場からの仕入れはいっそう減少するおそれもあり、市場機能を拡充しても改善は見込め

ないことから、民営化も模索しつつ、当分の間は、広大な敷地（20,381㎡）と施設の

有効利用を図りながら、公設市場として必要な範囲で運営を継続していこうとするもので

す。 

〇発展、効率化が期待されない場合は、民間事業者へ売却する。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：未定 

◎所管課：商業観光課 

 

（５）国民健康保険（診療所分） 

関市は、質の高い医療を安定的に提供するため、診療所のあり方について、地域住民と

の協議を進めます。 

 市は、現在５ヵ所の国保診療所を運営しています。このうち「関市国民健康保険洞戸診

療所」、「同板取診療所」では医師、歯科医師を雇用し、「同門原出張診療所」では週に

１日の割合で板取診療所の医師による診療を行っています。また、「同武儀診療所」、「同

上之保診療所」では（社）地域医療振興協会による診療支援を受け、診療を行っています。 

これらの国保診療所は少子高齢化が進む中山間地域住民の身近な医療機関として、地域

医療を担っており、中核病院である中濃厚生病院との連携を強化し、保健、医療、福祉が

連携したサービス体制を提供することで日常生活に安心をもたらすものですが、医師・看

護師不足への対応に向けては、診療体制の見直しを検討せざるを得ないと考えます。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：未定 

◎所管課：国保年金課 

 

2-4-４ 第三セクターの整理統合を推進します 



 50

「第三セクターの整理統合」とは、民間の活動状況等を勘案し、市が設立に関与した

団体について、その存続を含む役割の見直しを図るもので、次の２つの団体を対象とし

ています。 

（１）関市社会福祉事業団 

（２）関市公共施設振興事業団 

 

（１）関市社会福祉事業団 

関市は、社会福祉事業団による運営管理施設について、施設が行っている事業等を検討

しながら、事業の民営化、民間事業者による運営管理への転換を進めていきます。 

市は、社会福祉施設の運営管理を目的として、平成４年度に300万円の出捐し、関市社

会福祉事業団を設立しており、同事業団は現在、指定管理者として関市デイサービスセン

ター、関市松風園、関市つばき荘、関市つくし作業所の運営管理を行っていますが、人件

費等のすべては市が負担しています。 

この見直しは、そもそも民間事業者が数多く行っているデイサービス事業を市が実施し、

そのうえ第三セクターである社会福祉事業団の運営とする必要はないこと、及び指定管理

者制度を導入した目的が民間のノウハウによる効率的な運営と市民満足度の高いサービス

の提供にあり、できる限り民間事業者の参入を図るべきとの判断によるものです。 

見直し後は、すべての施設について、社会福祉事業団を指定しなければならない場合を

除き、民間事業者との間における公正な競争を実施し、契約を行います。 

○社会福祉事業団は、清算に向け、調整を図る。 

◎見直しの時期：平成22年度から 実施時期：平成24年度から 

◎所管課：福祉政策課（高齢福祉課、子育て支援課） 

 

（２）関市公共施設振興事業団 

関市は、公共施設振興事業団による運営管理施設について、民間事業者による運営管理

への転換を進めていきます。 

市は公共施設の運営管理を目的として、平成元年に1,000万円の出捐し関市公共施設振

興事業団を設立しており、同事業団は、現在、指定管理者として公共施設の運営管理を行

っていますが、人件費等のすべてを市が負担しています。 
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この見直しは、指定管理者制度を導入した目的が民間のノウハウによる効率的な運営と

市民満足度の高いサービスの提供にあり、できる限り民間事業者の参入を図るべきとの判

断によるものです。 

見直し後は、すべての施設について、民間事業者との間に公正な競争を実施し、契約を

行います。 

○公共施設振興事業団も原則として、清算に向け、調整を図る。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成23年度から 

◎所管課：管財課（その他施設を所管する課） 

  

第第３３章章  協協働働にによよるるままちちづづくくりりにに向向けけてて  

 第３章は、協働で進めるまちづくりについてです。 

地方自治体は、地方分権改革により多くの課題解決も担うこととなりますが、関市には

人口減少、高齢化への対応のほか、過疎の進展により変貌する地域社会への対応のような

地域課題も加わってきます。 

市は、地方分権を「国からの権限、財源の移譲」だけでなく、地域課題の解決を通じた

創造性にあふれる地域づくりの場であるとも考えていますが、地域課題の解決のためには

行政と市民との連帯が不可欠であり、その枠組づくりが急務です。 

このような背景のもと、第３章では「協働の担い手の活動、活躍の場を広げる」「さま

ざまな市民と行政との協働を進める」「民間活力を生かす」「協働に不可欠なコミュニケ

ーション、情報共有を充実する」「市民に信頼される市政を継続する」を基本的な考え方

とし、住民自治の確立につながるような協働の場づくり、情報の取扱い、総点検による見

直しの継続による行政への信頼づくりを説明します。 

 

3-1-1 市民と行政との協働を推進します 

「市民と行政との協働の推進」は、まちづくりに対する市の権限の拡大を機会にまちづ

くりに関わる協働を拡充するもので、具体的には公共サービスでの協働についてさまざ
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まな参加者、参加形態を進めようとするものです。 

このほか、大学等高等教育機関との連携を強化することにより、知識面での協働も充

実していきます。 

（１）行政活動における協働 

（２）産学民官による知の連携 

 

（１）行政活動における協働 

関市は、協働が活発化するよう行政と市民活動団体との連携を強化するほか、「市民参

加型」から「市民参画型」の市政に高めていきます。 

市はこれまでに各種計画の策定やアダプト・プログラム活動における市民参加を進めて

きましたが、この見直しは、もう一段高いレベルでの協働が定着するよう、市民活動団体

が活動し易い環境整備等を進めるものです。 

 市は、協働を含む市民による行政への関与の形態を次のように区分しています。 

（ア） 市民参加 活動に個人的に参加する形態。組織的であっても個々での参加はこれに分類される。 

（イ） 市民参画 提言、提案、計画策定等の段階から個人的に加わり、最終的な政策づくりまで関与す

るもの 

（ウ） 協働 課題の解決や理想の実現のために事業や活動に組織的、継続的に取り組むもの 

市が協働を推進する理由は、活動目的を共有し、柔軟かつ斬新な発想、専門的な知識を

生かした市民目線による政策形成や事業実施が期待できることによります。協働が拡充す

るにつれ、さまざまな担い手が公共サービスを提供する「支え合える地域社会」が形成さ

れ、豊かさを実感できる地域社会が実現するものと考え、進めてまいります。 

◎実施時期：平成20年度から 

◎所管課：企画政策課（全課） 

 

（２）産学民官による知の連携 

関市は、大学等高等教育機関との協働を進めていきます。 

市は、これまでにも高等教育機関の協力のもとに課題解決等を進めてきましたが、地方

分権改革により、これまで国、県が担ってきた専門的な課題解決も担うこととなったこと

から、高等教育機関との関係をこれまでのような協力でなく、協働にまで高め、知識や人
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材の提供を受け、行政活動だけでなく、経済活動や市民活動と結び付け、地域活性化、地

域課題の解決、産業振興、人材育成等を進めていきます。 

◎実施時期：平成20年度から 

◎所管課：企画政策課（全課） 

 

3-1-2 開かれた市政を推進します 

「開かれた市政の推進」は、市民と行政との協働を推進するためには行政活動の計画、

活動成果等の積極的な情報公開とともに公平な市民参画の機会づくりが重要となること

から、必要な制度化を例示的に示すものです。 

（１）審議会等委員の公募基準の明確化 

（２）情報公開の拡充 

（３）個人情報への配慮 

 

（１）審議会等委員の公募基準の明確化 

関市は、市民の意見が正しく反映されるような場づくりを進めます。 

そのため、審議会等に市民の意見が広く反映し、市民参画が促進できるよう、委員の重

複、不均衡な男女の構成比、年齢の偏り等が起きないような基準の統一化を図ります。 

〇定員枠内で公募枠の拡大を図る。 

〇市民、地域等枠はできる限り、公募とする。 

〇学識経験者等の選出区分枠についても公募を検討する。 

〇重複任用を避けるため、現に他の審議会等委員の職にある者は、できる限り委員とし

ない。 

〇募集段階から男女の構成比に配慮する。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：秘書課（審議会等の関係課） 

 

（２）情報公開の拡充 

関市は、公正で民主的な地方自治には、さまざまなプロセスの公開が不可欠であるとの
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認識から、行政情報のいっそうの公表を進めていきます。 

市は、これまでにパブリック・コメント手続制度のもと、条例等の施行や重要な計画の

実施にあたり、あらかじめ広く関係者の意見を募集し、これに回答することで、政策形成

過程の透明性を高め、合意形成を図っています。策定した計画についても、個別計画のほ

か、第４次総合計画の基本構想と基本計画を公表していますが、協働を進めるためには情

報公開がより重要なことから、これをさらに進めようとするものです。 

その一つ目として、各種委員会の議事についても公開を進めます。これは、これまで公

開していなかった各種委員会の議事録について、市ホームページ上で閲覧できるようにす

るものです。 

 二つ目は、市ホームページにおいて、総合計画の実施計画についても３年間分を事前公

表するほか、事業の実施後には、行政評価による評価結果も公表します。 

このほか、「公会計改革」への対応としては、公認会計士による直接指導を受け財務書

類（４表）の作成を進めており、信頼に足る公表に向けた整備を進めます。 

このように、適正な行政情報の公開は信頼の基礎であることから、いっそうの拡充を図

っていきます。 

一方、文書を管理するファイリングシステムが一部誤った運用となっていることから、

本来の導入目的である「５分以内に目的とする文書にたどり着け、正確な情報として相手

に提供できる」正しい運用へ回復してまいります。 

〇各種委員会の会議録を公開する。 

〇関市総合計画の実施計画を公開する。 

〇公会計改革への適正な対応を図る。 

◎見直しの時期：委員会の会議録の公開は平成21年度から、その他は平成20年度から

実施時期：委員会の会議録の公開は平成22年度から、その他は平成21年度から 

◎所管課：総務財政課（企画政策課、その他各種委員会等の関係課） 

 

（３）個人情報への配慮 

関市は、個人情報の保護にさらに配慮することとし、市民対応窓口から改善に着手して

いきます。 

窓口改善にさまざまな手法がありますが、最近いくつかの自治体において、車椅子でも

利用可能な低いカウンターを設置するほか、カウンターに仕切りを設けることで一定のプ
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ライバシーが守られるような窓口レイアウトへの改造が見られます。 

この改善は、バリアフリー化とともに個人情報の漏洩にも配慮することにより、便利で

安心な対応を実現し、信頼を高めようとするものです。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成22年度から 

◎所管課：総務財政課（全課） 

 

３-１-３ 民間活力の導入を推進します 

「民間活力の導入」も協働の一つです。市は、「市が設置すべきものは市で整備する

が、できる限り民間の創意工夫が発揮され、かつ、市民、利用者本位の高品質なサービ

スが提供されるような運営とする。」を基本的な考え方としています。 

「同じ内容ならばより効率的に提供ができるよう、同じ費用ならばより内容が充実す

るよう」を目指し、民間のノウハウを生かしていきます。 

（１）指定管理物件のモニタリングと評価 

（２）図書館の指定管理者制度の導入 

（３）文化会館の運営見直し 

（４）民間競争入札の検討 

（５）PFIの導入推進 

 

（１）指定管理物件のモニタリングと評価 

 関市は、指定管理者の運営管理をモニタリングにより評価し、契約更新時に重視します。 

市は、平成18年度から指定管理者制度を導入し、民間のノウハウを活用した効率的で

市民満足度の高いサービスを提供できる施設運営を目指してきました。しかし、これまで

その目的を達成できた例は少なく、多くの施設では、それ以前の管理委託制度と変わりな

い状況にあるといえます。 

モニタリングの導入は、この対応として、制度の導入の本来の目的を満たす運営の実現

を図るため、指定管理者の契約基準に対してモニタリングによる評価をしようとするもの

です。 

このほかにも、契約規模が小さなことが事業者のノウハウを発揮できない要因となって
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いることも想定されることから、できる限り多くの施設を指定管理者制度の対象とするほ

か、利用料金制の導入や異なる利用目的の施設を組み合わせた委託等も検討しながら、民

間のノウハウを活用できる契約、収益性が高まるような契約への転換を進めます。 

なお、指定管理者の契約の時期には、施設の設置の妥当性、必要性等の見直しの判断を

行います。 

○施設の設置は、できる限り「民設民営」に近づける。 

〇指定管理者制度にモニタリングによる評価を導入し、契約更新の参考とする。 

○民間のノウハウが発揮できるような契約形態とする。 

〇できる限り収益性が高まる契約内容とする。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成20年度から 

◎所管課：管財課（その他指定管理者制度を導入している課） 

 

（２）図書館の指定管理者制度の導入 

関市は、図書館の運営管理に指定管理者制度の導入を検討します。 

市は、現在わかくさ・プラザ内の図書館本館のほか、武芸川地域、武儀地域の分館と板

取地域、洞戸地域、上之保地域の分室を設置し、職員の運営により図書館サービスを提供

しています。 

この導入検討は、今後正規職員が減少する中でリファレンス等利用者ニーズの高い図書

館サービスの質を維持するとともに、県内外の図書館との間における地域図書館情報ネッ

トワークによる連携も継続していくためには、適正な事業者による指定管理者制度による

運営によるべきと判断したことによるものです。 

このほか、蔵書を管理している図書館システムの更新によるコスト削減も併せて検討し、

総合的に見て利用者に最適な運営を図っていきます。 

〇図書館システムを更新する。 

〇貸出、返却等カウンター業務の簡略化による負担軽減も検討する。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：生涯学習課 

 

（３）文化会館の運営見直し 

関市は、文化会館を市民が気軽に利用できる施設とするため、耐震化と施設・設備の改
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修の後、指定管理者制度の導入を進めます。 

市は、これまでに関市文化会館を直営で管理し、舞台装置等の操作を含む運営を業務委

託することで効率化を図るとともに、公演についても市民参加による「市民の劇場」を始

め市民ニーズに応じた提供に努めてきました。 

この導入は、このような努力にもかかわらず、入場者数は低迷し収支を大きく改善でき

ない状況が続いていることから、施設のあり方の見直しや指定管理者による運営管理の導

入を図ることで、たとえば、新たな割増を含む利用料金の設定のもと、利用者の要望に応

じた時間帯の貸出を検討する等により利用者の利便性と市民満足度の高い公演内容に転換

するとともに、収益性の改善も図ろうとするものです。 

〇市民利用の拡大を図る 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成23年度から 

◎所管課：文化課［文化会館］ 

 

（４）民間競争入札の検討 

 関市は、住民基本台帳、国民健康保険、介護保険、就学通知等の窓口業務について、民

間競争入札の実施について、検討を進めます。 

 これは、国が示した「市町村の出張所・連絡所等における官民競争入札又は民間競争入

札等により民間事業者に委託することが可能な業務の範囲等について（平成20年１月17

日内閣府通知）」によれば、住民基本台帳、印鑑登録、戸籍、国民健康保険、介護保険、

障害者手帳交付、就学通知等多くの窓口業務が「事実上の行為又は補助的業務」であり民

間委託が可能であるとされていることから、市民課を始めとする窓口業務のうち可能な範

囲について、適切な個人情報の管理と関係諸法令の順守のもと、民間事業者への競争によ

る業務委託ができないかを検討するものです。 

〇職員削減による支障が無いよう、民間競争入札の導入を検討する。 

◎見直しの時期：平成21年度から  

◎所管課：企画政策課（市民課） 

 

（５）PFIの導入推進 

関市は、文化会館、学校給食センター、市民プール等今後更新が見込まれる大規模施設
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について、より「民設民営」に近く、毎年の支払いが平準化できる「PFIの手法」による

整備を優先的に検討していきます。 

PFI（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）」

とは、公共施設等の建設、維持、運営管理等に民間の資金、経営及び技術的ノウハウを活

用する手法です。国や地方自治体等が直接実施するよりも効率的かつ効果的な公共サービ

スの提供が期待できることから、導入は増加傾向にあり、平成20年３月末現在、全国で

は国48件、地方自治体226件、その他31件の実績となっています。近隣では、可児市学

校給食センター、羽島市民プールの施工例があります。 

この検討は、今後の相当長期にわたる低成長時代を見据え、施設整備のほかに長期の運

営コスト等も考慮に加える「ライフサイクルコスト」に着目し、将来負担も重視する「資

産管理的な視点による施設整備」へ転換を図るものです。 

〇民間参入を促す効果もあるPFIによる整備を積極的に進める。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：企画政策課（その他施設を所管する課） 

 

3-1-４ 市民と共にきれいなまちづくりを進めます 

「きれいなまちづくり」とは、景観をキーワードとする協働を通じ環境美化意識の定着

を図るとともに、「まちの顔」となる市の玄関口の整備を市民と共に進めようとするも

のです。 

（１）景観重視のまち 

（２）協働による街路景観の維持 

（３）まちの玄関口づくり（公共交通等拠点施設整備） 

 

（１）景観重視のまち 

関市は、歩行に便利で統一感と連続性があり、愛着が持てる景観形成を進めます。 

市は、これまでに緑化推進、屋外広告物規制等の個別事業によりまちづくり進めてきま

したが、景観形成に配慮し、これを計画的に進める「きれいなまちづくり」の観点から個々

の促進策、規制策のあり方も検討し、進めていきます。 

 市内には、鵜飼の舞台となる長良川や四季が美しい川浦渓谷、市街地を見下ろす安桜山、
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一ツ山といった豊富な自然がありますが、先人たちが築いてきた街並み、路地を通り抜け

る風や生活から生まれる音も景観の大きな要素です。景観はそこに住む人、そこを愛する

人との関わりが最も重要なことから、景観重視のまちづくりを進めるにあたっては、市民

と行政との合意形成を大切にし、関市景観条例（仮称）や関連する計画の策定での市民参

画を拡大していきます。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成24年度から 

◎所管課：都市計画課 

 

（２）協働による街路景観の維持 

関市は、協働による街路の緑化や環境美化を積極的に進めます。 

市は、美しさがもたらす豊かさだけを求めて景観形成を進めるのでなく、協働を通じて

市民同士の連携が強化され、地域コミュニティに豊かさが生まれることも目指しています。

このほかにも、不法投棄の未然防止にも効果が期待できることから、地域の安全・安心づ

くりにも役立つものと考えます。 

市は、地域の街路美化のシンボル的活動であるフラワーロード、アジサイロードを市民

との協働により継続して実施します。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：都市整備課 

 

（３）まちの玄関口づくり（公共交通等拠点施設整備） 

関市は、長良川鉄道関駅西口地区で計画していた関駅周辺整備事業については、内容を

見直すこととし、、まちづくりの拠点として最も相応しく、長良川鉄道をはじめ市内巡回バ

ス、路線バス、高速バス等の公共交通の拠点及び人々の交流拠点として最適な位置を検討

し、拠点施設の整備を進めます。 

東京・名古屋都市圏等への高速バス、市民生活の足となる巡回バス、路線バス、教育施

設関連送迎バス等の交通アクセス施設を集約配置し、市におけるバス発着の中心拠点とな

る施設を整備し、バスを中心とした交通結節機能の強化を図るとともに、サービス機能（物

産・飲食等）、集会・交流・休養機能、情報機能（観光案内所）等も一体的に整備し、さ

まざまな人々の交流ふれあいの場としての機能強化も図りながら、交通結節機能整備との
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相乗効果の発現を目指します。 

 この拠点施設の候補地選定については、市民参加の関市公共交通活性化協議会において

平成20年度中に行います。 

〇交通を重視した玄関口の建設を進める。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：都市整備課（企画政策課） 

  

第第４４章章  事事務務事事業業ごごととのの点点検検結結果果  

 この取りまとめ（案）は、1,061件の事業及び補助金を対象とした点検シートによる点

検を積み上げ作成しており、第４章に点検状況を要約し、一覧にまとめものを掲載します。 

 

４－１ 点検結果の一覧（P.62～100） 

 

４－２ 見直し事業・補助金の一覧（P.101～141） 

 

４－３ 廃止事業・補助金の一覧（P.142～148） 

  

おおわわりりにに  

私たちは、この総点検を一過性のものとして終えることなく、継続した行財政改革と協

働の定着を図っていきます。 

総点検で着手した改革や改善は、定期的に成果を測定し、公表するほか、公募市民によ

る審議が行われる行政改革推進事業に引き継ぎ、確実に継続していきます。 
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資料編（P.149～163） 

 
関市政策総点検の実施要領 
 
関市政策総点検対策委員会設置要綱 

 

関市政策総点検マニュアル 

 

政策総点検ガイドライン 

 




