
 

 

 
第２部 基本構想 

 

３ いきいきとひとが輝くまちづくり 

 

希望を持ち、挑戦しようとする市民一人ひとりを支援していきます。 

人口減少や少子高齢化社会の進行などにより、経済活動の停滞だけではなく、

地域コミュニティにおける担い手不足や地域行事の継承など、各地域活動に大き

な影響が出てきています。そのため、地域社会におけるすべての世代が助け合い、

誰もが活躍できるまちづくりを推進していく必要があります。 

また、多様な働き方や生きがいづくりなど、互いに尊重し合い、元気で豊かな

地域社会を形成し、夢や希望を持つことができる

社会の実現を目指す必要があります。 

さらに、新型コロナウイルス感染症拡大を踏ま

え、「新しい生活様式」を確立し、老若男女、障が

いの有無などを問わず、交流や協働の機会を促す

とともに、地域医療や社会保障制度の維持・充実

など、質の高い行政サービスを提供していきます。 

基本目標３：希望を持ち、助けあい、活躍できる ひとづくり 

地域活動（いきいきとした高

齢者の活動） 



基本目標   希望を持ち 助け合い 活躍できる ひとづくり 

 

１．安心して子育てできる環境づくり 
 

 

次世代育成支援施策の充実   

◆近年、未婚・晩婚化傾向が認められているため、婚活事業の実施など独身男女が出会うきっか

けづくりに取り組んでいます。若者への婚活支援拡充策として、今後は近隣市町と連携した広

域的な婚活イベントやオンラインによる婚活イベントなどを実施する必要があります。 

◆不妊治療には高額な費用がかかることから、助成額の増額など出生数向上に向けた施策の拡充

が求められています。 

◆産後ケアとして退院直後の母子の心身ケアや育児サポートなどを行い、安心して子育てができ

る支援体制が求められています。 

◆妊娠から出産、子育てまで切れ目のない支援を行うため、「子育て世代包括支援センター」を核

として、福祉・保健・医療・教育などの関係機関が連携した取り組みを進めていく必要があり

ます。 

仕事と子育ての両立支援   

◆子育て応援券や出生祝い金の支給拡充や 3 歳以上児の保育料無償化をはじめ、放課後児童クラ

ブの月額利用料を減額するなど、子育て世代に対する経済的な支援がもとめられています。 

◆男性の育児参加を促し、子育てに対する意識の向上を図る必要があるため、乳幼児の父親を対

象に、育児や家事などの方法を学ぶ講座などを実施する必要があります。 

◆子育て支援施設のイベント情報やサービス内容、保育所等からの緊急情報など、子育てアプリ

を活用し情報発信することにより、安心して子育てできる環境づくりを進める必要があります。 

◆ひとり親家庭の経済的な自立を支援するとともに、学習支援なども求められています。 

◆育児休業制度の利用をさらに促進するため、企業などにおける育児休業制度の一層の普及を啓

発する必要があるとともに、出産や子育てなどで仕事を辞めた人が再び復帰できるよう、ハロ

ーワークなどと連携し、就業支援を進めていく必要があります。 

地域で育む子育ての推進  

◆少子化や核家族化、地域とのつながりの希薄化が進むにつれ、子育てへの不安や負担を一人で

抱える子育て世帯の孤立が増加しているため、地域に住むさまざまな人たちが連携し、子ども

を育むための仕組みをつくっていくことが求められています。 

◆子育てサロンや児童センターなど、親子で気軽に交流できる場所が求められています。 

◆地域の高齢者や住民が、さまざまな形で子どもたちに関われるよう「子ども食堂」などの仕組

みづくが必要です。 

◆子どもが心身ともに健やかに育成されるよう、福祉・保健・医療・教育などの関係機関と連携

し、児童虐待の早期発見や子どもの福祉に関する支援など、ソーシャルワークを中心とした機

能を担う「子ども家庭総合支援拠点」の設置が求められています。 

 

 



 

 

次世代育成支援施策を充実します 

独身男女の出会いの場づくりや産前産後の育児不安の解消など次世代に向けた子育て支援施策

を拡充します。 

施策の内容 主な取り組み 

縁結び事業の推進 独身男女の出会いの場創出事業を支援 

不妊対策の推進 不妊治療費助成制度の拡充 

産前産後の育児相談 各種教室の開催  産後ケアの新設 

子育て世代包括支援センターの相談充実 妊娠・出産・子育てまで切れ目のない支援 

乳幼児から高校生まで医療費助成 助成内容の拡充 

仕事と子育ての両立を支援します 

子育て施設を整備し、多様化するニーズに対応した各種サービスを提供します。 

施策の内容 主な取り組み 

児童福祉施設の整備 保育所（園）の適正配置、施設・設備の改修 

保育サービスの充実 各種特別保育事業の充実 

子育てアプリ情報の充実 

ひとり親家庭への支援 放課後児童クラブ利用料の助成 

学習支援事業の拡充 

仕事と子育ての両立支援 ファミリー・サポート・センター事業の充実 

放課後児童クラブの拡充 

男性の育児講座 

地域で育む子育てを推進します 

気軽に集い交流する安全な場を提供するなど、子育て相談ができる環境を整え、地域ぐるみで

育む子育てを応援していきます。 

施策の内容 主な取り組み 

屋内公園と図書・学習スペースの充実 子どもの遊び場、幼児図書機能の拡充 

子育て支援サービスの充実とネットワークづくり 子育てサロン・千里浜児童センターの充実 

子どもの居場所づくり 地域単位で検討 

児童虐待防止対策 関係機関との連携による防止対策の推進 

子ども家庭総合支援拠点の整備 

 

 

 

成果指標 単位 
基準 

（令和元年度） 

中間目標 
（令和 6 年度） 

目標 
（令和 11 年度） 

備考 

子育て世代包括支援セ

ンター相談件数 
人 121 140 140  

子育てサロンの利用者

数(延べ人数) 
％ 2,691 3,500 3,500  

 



基本目標  希望を持ち 助けあい 活躍できる ひとづくり 

２．超高齢社会への対応充実 

 

生きがいづくりと社会参加の促進 

◆高齢者が健康で生きがいを持って日常生活を送ることができるように、老人クラブの活動支援

や老人福祉センター機能の充実などにより、外出機会を増やし、閉じこもり防止に努める必要

があります。 

◆高齢者が培ってきた経験、技術等を地域の中に活かしていく仕組みづくりや、運転免許証を返

納した高齢者が社会参加できるよう、公共交通機関の充実をはじめ、生活の利便性向上を図っ

ていく必要があります。 

 

健康づくり・介護予防の総合的な推進 

◆健診や保健指導の実施率向上に努め、生活習慣病の重症化予防の取り組みが求められています。 

◆保健・医療・介護のデータに基づき、健康課題を明確化し、健康づくり、介護予防を一体的に

実施していく必要があります。 

◆羽咋すこやかセンターや公民館等での高齢者の筋力トレーニング教室や住民主体の通いの場な

ど、地域の介護予防活動を支援していく必要があります。 

 

支援体制の充実 

◆地域包括支援センターを中心に地域の民生委員や介護保険事業所等と協力し、高齢者の多様な

相談を受け止め、安心できる生活のために必要な支援が求められています。 

◆介護が必要になっても、人としての尊厳が守られ、安心して利用できるサービス基盤の整備や

介護人材などの確保、育成を推進していく必要があります。 

◆住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護と医療、地域が連携して高齢者の地域

生活を支援していく必要があります。 

◆ニーズの多様化、複雑化に対し、医療・介護従事者の研修会などを通じて、サービスの質の向

上及び連携推進に取り組みが求められています。 

◆認知症サポーターの養成や認知症地域支援推進員の配置など、認知症の人を地域全体で支える

体制づくりに取り組んでいく必要があります。 

 

地域支えあい活動の推進 

◆町会や民生委員、生活支援協議体、地域住民の活動を相互に結びつけ、地域の支えあい活動の

支援に取り組んでいく必要があります。 

◆「新しい生活様式」に対応するため、先端的情報通信技術を活用した見守り活動や相談体制の

充実に取り組んでいく必要があります。 

◆高齢者の単身世帯や高齢者のみの世帯がさらに増加することが予想されるため、普段の生活か

ら災害時まで高齢者を地域で支える体制づくりが課題となっています。 



基本目標  希望を持ち 助けあい 活躍できる ひとづくり 

 

生きがいづくりと社会参加の促進に努めます 

高齢者がその能力や経験を活かし活躍できるよう、生きがいづくりと社会参加を支援します。 

施策の内容 主な取り組み 

生きがいづくりと社会参加の促進 

 

老人クラブ、老人福祉センターの充実  

ボランティア活動支援、地域循環バスの運行 

健康づくりや介護予防を推進します 

高齢者が要介護状態にならないよう介護予防の充実を図るとともに、健康づくりを推進してい

きます。 

施策の内容 主な取り組み 

健康づくりの推進 健康づくりの普及啓発、健診の実施率向上  

国保データベースシステム(KDB)の分析と活用 

介護予防の推進 

 

通いの場など地域の介護予防活動への支援充実 

保健事業と介護予防事業の一体的事業の実施 

介護支援体制の充実に努めます  

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、介護支援体制の充実に努めていきます。 

施策の内容 主な取り組み 

在宅福祉の充実 在宅サービスの量の確保及び質の向上 

医療と介護の連携推進 ICT を活用した医療・介護の連携 

認知症施策の推進 
かかりつけ医と専門医の連携  

認知症地域支援推進員の活動推進 

地域の支えあい活動の推進に努めます 

独居・高齢者世帯への声かけや安否確認等を行い、地域見守りのネットワークの構築と住民の

自主的な支えあい活動の支援を推進します。 

施策の内容 主な取り組み 

地域見守りネットワークの構築 地域福祉推進チームの活動支援 

地域の支えあい活動の支援・体制づくり 生活支援協議体での課題抽出や人材、資源の発掘 

住民主体の活動への支援、ICT を活用した見守りの推進 

 

成果指標 単位 
基準 

（令和元年度） 

中間目標 
（令和 6 年度） 

目標 
（令和 11 年度） 

備考 

住民主体の活動の 
実施団体数 

箇所 15 25 35 
週 1 回以上の

活動 

要支援者の重度化率 ％ 38 35 33  

 



第三部 基本計画 

３．全世代活躍のまちづくり推進   
 

 

生涯活躍できるまちづくり 

◆人口減少や急速な少子高齢化社会などに伴い、地域での福祉活動や災害時における共助の重要

性が増しています。 

◆高齢者のみの世帯の増加や自治会役員の担い手の不足など、共助を進めていく上での基盤とな

る地域力がぜい弱になっており、市民による主体的な地域活動への支援が求められています。 

◆地域力の維持・向上を図るためには、地域社会における子どもから若者、女性、高齢者も含め

た「共創」による地域を形成する仕組みづくりや、市民ボランティア活動や NPO への積極的な

参加を促進する必要があります。 

 

男女がともに活躍できるまちづくり 

◆家庭生活において、女性は、家事全般をはじめ、子育てや家族の介護などの役割を担うことが

多いため、女性が仕事と家庭生活との両立を図り、能力を十分に発揮できる社会を目指す必要

があります。 

◆働く女性の就業環境の整備や、家庭生活で女性の負担を軽減できるように、男性の協力も含め、

家族や地域の協力が必要であり、男女がともに活躍できる環境を整える必要があります。 

 

シニア世代が活躍できるまちづくり 

◆超高齢社会が進む中で、元気なシニア世代は貴重な人材であることから、幅広い分野で活躍で

きる仕組みを構築し、シニア世代がいきいきと働くことができる環境づくりが必要です。 

 

交流拠点施設の整備 

◆年齢や性別、障がいの有無を問わず、子どもから若者、高齢者まで多様な人々が、それぞれ関

わりをもつことができる機能と場所（空間）が必要です。それら「交流の場」が多様な人々に

とって、心地よい「居場所」として機能することが求められています。 

◆人々が集まることができる機能と場を整備するだけではなく、人と人をつなげる仕組みを構築

し、あらゆる市民の交流や協働の機会を促す必要があります。 

◆コミュニティに関わる多様な人々が、「しごと」や「運

動」、「食事」などの生活全般を通じた交流をするこ

とにより、コミュニティの中での自分の役割を認識

するとともに、貢献していることを実感することで、

いきいきと活躍できる「居場所」をつくることが求

められています。 

  

現状と課題

シルバー人材の活躍 



基本目標３ 希望を持ち 助けあい 活躍する ひとづくり 

 

生涯活躍できるまちづくりを推進します 

市民が主体的に活躍できる「共創」による地域づくりを推進します。 

施策の内容 主な取り組み 

地域活動、市民活動団体への支援と連携 

 

 

市民活動への支援制度の拡充や地域活動団体等の

育成支援、コミュニティ施設整備への助成 

地域活動団体や公民館、民間企業などの連携強化 

公共サービス参入機会の拡大 

共創による仕組みづくり 市民活動支援センター機能の充実 

人材育成の推進 まちづくりリーダーやコーディネーターの育成 

地域住民の人材活用 

男女がともに活躍できるづくりを推進します 

ワーク・ライフ・バランスや女性活躍の推進に向けた取り組みを支援します。 

施策の内容 主な取り組み 

仕事と生活の両立支援 家事や子育て、介護支援制度の充実 

働き方の見直しと職場環境の整備 働き方改革の必要性への理解の促進 

働きやすい職場環境づくりの推進 

シニア世代が活躍できるまちづくりを推進します 

シニア世代がいきいきと活躍できる仕組みをつくります。 

施策の内容 主な取り組み 

シニア世代が活躍できる仕組みづくり シルバー人材センターの活性化と経営支援 

農産物等生産品の販路拡大 

交流拠点施設の整備を推進します 

多様な人々が、交流し活躍できる交流拠点施設の整備と活用を促します。 

施策の内容 主な取り組み 

交流拠点の充実、整備 地域住民等全世代の交流・活躍の場の提供 

人と人とをつなげる仕掛けの構築 地域間、団体間情報の相互共有の推進 

交流事業の推進 快活に暮らし続けられる生きがいづくりの場の提供 

 

 

成果指標 単位 
基準 

（令和元年度） 
中間目標 

（令和 6 年度） 
目標 

（令和 11 年度） 
備考 

市民活動団体登録数 団体 68 団体 72 団体 75 団体  

審議会等における女性

委員の登用率 
％ 26.13 28 30  

施策の方針

成果指標



基本目標３ 希望を持ち 助け合い 活躍する ひとづくり 

４．社会保障制度の維持・充実 
 

 

 

健康保険制度の適切な運営 

◆超高齢社会の進行や医療技術の高度化などにより保険給付費の増加が懸念されます。 

◆平成 30年度の国民健康保険制度改革により、県と市が共同で財政運営を担うこととなり、財政

の安定化及び給付と負担の公平化を図ることで、持続可能な制度運営が求められています。 

◆特定健康診査事業などの受診率向上を目指して、国保データベースシステム（ＫＤＢ）等の分

析結果に基づく被保険者の特性に応じた、きめ細かい健康づくりなどの保健事業を実施するな

ど、健康の保持・増進や疾病、生活習慣病予防の推進が必要です。 

◆国（全世代型社会保障検討会議）の方針を踏まえ、高齢者の保険事業と介護予防を一体的に実

施することが必要です。 

◆保険料（税）の収納率向上や、ジェネリック医薬品の推進、第三者求償の推進など、適切な保

険財政運営に努める必要があります。 

◆マイナンバーカードの健康保険証利用開始により、マイナポータルで、自分自身の特定健診情

報や薬剤情報を一元的に確認できるようになったことから、さらにマイナンバーカード取得率

向上が求められています。 

 

医療費助成制度の充実 

◆子育て世帯や障がいのある人、ひとり親世帯など、経済的な支援を必要とする方々に対し、医

療費助成制度を維持・拡充することで、経済的な負担の軽減を図り、安心して医療を受けられ

る環境の充実が求められています。 

◆マイナンバーカード等を活用した申請手続きの電子化や簡素化を図る必要があります。 

 

生活困窮者への支援 

◆就業困難、住居の確保ができない、金銭管理ができないなど、生活困窮となる背景の多様化や、

高齢単身世帯やひとり親世帯の増加が懸念されるため、生活困窮者の状況を的確に把握し、自

立支援策の強化や生活保護制度を適正に運用する必要があります。



 

 

 

健康保険制度を適切に運営します 

健康づくり事業を推進して疾病予防に努めるとともに、国民健康保険事業を適切に運営します。 

施策の内容 主な取り組み 

国民健康保険事業の運営安定化 標準保険料率に基づいた適正な税率の設定 
国民健康保険税の収納率向上 
オンライン資格確認による事務処理コストの低減 

医療費の適正化 

 

特定健康診査受診率の向上 
生活習慣病予防教室の開催 
重症化予防事業の推進 
ジェネリック医薬品の推進 
第三者求償の推進 

石川県後期高齢者医療広域連合との安定的な連携 資格・所得・収納などの情報共有化の推進 
保険料収納率の向上による運営の安定化 

保健事業と介護予防の一体的実施 データヘルス計画策定と保健事業の実施 
介護保険地域支援事業との連携 

医療費助成制度を充実させます 

 安心して医療を受けられる環境づくりに努めます。 

施策の内容 主な取り組み 

心身障害者医療費助成の推進 現物給付対象者の拡充 

マイナンバーカード活用による受給者証の一元化 

子ども医療費助成の充実 現物給付の推進 
マイナンバーカード活用による受給者証の一元化 

ひとり親医療費助成の充実 現物給付の推進 
マイナンバーカード活用による受給者証の一元化 

生活困窮者を支援します 

生活困窮者の生活実態を的確に把握し、自立に向けた就労指導等を行うなど適正な支援に努め

ます。 

施策の内容 主な取り組み 

相談体制の充実 社会福祉協議会等との連携 
相談員の資質の向上 
オンラインでの相談体制の構築 

自立支援の推進 ハローワーク、シルバー人材センターとの連携 
家計相談、就労支援の強化 
自立に向けた生活指導の強化 

 

 

成果指標 単位 
基準 

（令和元年度） 

中間目標 
（令和 6 年度） 

目標 
（令和 11 年度） 

備考 

特定健康診査受診率 ％ 未確定 60 65  

 



基本目標３ 希望を持ち 助け合い 活躍する ひとづくり 

 

５．地域医療体制の充実 
 

 

公立羽咋病院の設備等の充実 

◆平成 25年度に耐震増築工事が完了しました。 

◆平成 29年度までに血管造影撮影装置や全身用Ｘ線ＣＴ診断装置、人工透析システムを更新しま

した。また、原子力災害対策として、平成 26 年度には放射線防護区画整備を行い、平成 27 年

度から離院事故予防システムを導入しています。 

◆令和元年度に診療案内および会計の番号案内の表示システム並びに診療費の自動支払機を設置

しました。 

◆羽咋郡市における地域医療の拠点として医療機器の設備充実に努める必要があります。 
 

医師、薬剤師などの人材確保 

◆医師不足が深刻化してきており、医師の確保に向けて石川県地域医療支援センターの活動に協

賛し、随時募集を行うとともに、大学などに医師の派遣を継続的に依頼していきます。 

◆薬剤師を募集しても応募人数が定員割れすることが多く、薬剤師不足が深刻な状況であるため、

さらに魅力ある採用条件や情報発信により、薬剤師の確保に努めていきます。 
 

安心して医療を受けられる体制づくり 

◆本市には、公立羽咋病院をはじめ、診療所が 16 箇所、歯科医院が 15 箇所あります。病診連携

として、公立羽咋病院には開業医に対するオープンベット（開放病床）が 16 床あり、病診連携

の症例検討会などを行っています。 

◆市内には、産婦人科はなくなり、小児科は 2 箇所のみとなりましたが、産婦人科および小児科

の 24時間体制の確立が求められています。 

◆障がいのある人も介護が必要な人も、誰もが住み慣れた地域で、安心して生活ができるように

訪問診療と訪問看護の各事業所が連携して、在宅医療の充実を図る必要があります。 

 加えて、今後、診療そのものをオンライン診療（遠隔診療）に変えていくことで、医師、患者

双方の負担軽減が期待できることからその有用性を検討していく必要があります。 

◆羽咋郡市医師会の協力のもと、休日在宅当番医制度が確立され、休日 2 箇所の医療機関で安心

して医療が受けられる体制を継続することが求められています。 

◆公立羽咋病院は災害時の拠点病院として、近隣の医療機関と連携して、災害時に必要な人材・

資材を確保するなどの役割を果たすことが求められています。 

◆新型コロナウイルス感染症拡大のような市民生活や経済活動に大きな影響を及ぼす新型感染症

などに対応するため、国や県などと連携して医療資材等の確保に努め、地域医療体制の維持を

図っていく必要があります。 

◆平成 30年 5月から公立羽咋病院と市内歯科医師会とで医科歯科連携を開始し、外来・入院患者

の口腔機能の向上を図っています。 

◆医療従事者の高齢化が進み、市内の開業医も減少していることから公的病院である公立羽咋病

院に係る負担が増えることが予想されるため、その対策が求められています。



 

 

 

公立羽咋病院の設備等の充実に努めます 

安全で良質な医療を提供するため、施設整備や高度医療機器などの充実に努めます。 

施策の内容 主な取り組み 

施設の整備 建屋や空調設備などの改修工事の実施 

医療機器の充実 高度な手術機器や検査機器の導入 

医師、薬剤師などの人材確保に努めます 

看護師等修学資金制度や人材バンク等を活用して、医師や薬剤師などの確保に努めます。 

施策の内容 主な取り組み 

医師・薬剤師などの確保 

 

医師などの処遇改善 

医師住宅の建設 

人材バンクなどの活用 

看護師等修学資金制度の活用 

安心して医療を受けられる体制づくりを進めます 

２４時間安心して医療を受けられるよう医療体制確保の推進に努めます。 

施策の内容 主な取り組み 

産科・小児科の医療体制確保 

外来・入院患者の口腔機能向上（公立羽咋病院） 

郡市医師会との協力体制確立 

歯科医師会との協力体制確立 

地域在宅医療体制の充実 訪問診療及び訪問看護各事業所の連携強化 

医療・保健・福祉等関係機関の連携強化 

オンライン診療の検討 

救急・災害時医療体制の整備 

新型感染症の対策強化 

休日在宅当番医制度の充実 

災害時に対応できる拠点病院づくり 

災害時の要援護者リスト管理の推進 

国や県、七尾鹿島他広域の医療圏との連携強化 

 

 

 

 

 

成果指標 単位 
基準 

（令和元年度） 

中間目標 

（令和６年度） 

目標 

（令和 11 年度） 
備考 

常勤医師数 人 
16 

（R2.3.31） 

24 

（R7.3.31） 

24 

（R12.3.31） 
  

 



６．行政サービスの向上と効率的な行財政運営の推進  
 

 

財政健全化の推進 

◆人口減少に伴う地方交付税や市税の減収、超高齢社会に直面する中での扶助費の増加、さらには公共

施設の長寿命化への対応などにより、引き続き厳しい財政状況が見込まれます。 

◆実質単年度収支は、平成 22年度から黒字に転じ、以降赤字に陥ることなく財政運営を図っています。

財政の硬直化をみる経常収支比率は、91.6％、実質公債費比率は 9.5％（令和元年度決算）と、以前

に比べ改善状況にありますが、財政の硬直化が解消されるまでに至っていない状況です。 

◆今後においては、少子高齢化時代における地域社会のあり方や、近年多発する豪雨等による災害対応

など安全・安心なまちづくりの構築が求められており、令和元年度に策定した「第２期がんばる羽咋

創生総合戦略」や「中期財政計画」を基に対応策を積極的に推進するとともに、改善状況にある財政

の健全化も持続していく必要があります。 

行政サービスの向上と効率的な行政運営の推進 

◆「行財政改革大綱」に基づき、質の高い行政サービスの提供を推進するとともに、人件費の抑制や事

務事業の合理化、働き方改革の推進、民間活力の活用などにより経費の削減と効率化を進めていく必

要があります。 

◆事業の選択と集中、ふるさと納税などの創意工夫による自主財源の確保を推進し、歳入に見合った財

政規模の確立を目指すとともに、人口の減少社会を考慮した行政の構築とスリム化を図っていくこと

が必要です。 

◆地方分権や地方創生時代による動きが加速し、自立自走を目指す地域商社機能の充実や行政運営の確

立、さらには、移住者を含む地域住民、官民連携などの協力を得た、新しい共創のまちづくりが求め

られています。 

◆Society5.0 時代の ICT や IoT など先端的情報通信技術の利活用や省エネルギー化を推進し、SDGs を

原動力とした環境にやさしく、持続可能なまちづくりを進めることが求められています。 

組織機構の見直し 

◆行財政改革の一環として、平成 26 年 2 月に窓口業務一部民間委託を実施しました。今後も時代の変

化に柔軟に対応しながら効率的な行政運営を行うために、組織機構を見直していく必要があります。 

◆職員定員適正化計画に基づき、職員数の削減に取り組んできた結果、平成 22 年 4 月 1 日に 198 人だ

った職員数が、令和 2年 4月 1日には 165 人となりました。今後は、定年延長制や役職定年制の導入

など、将来を見越した定員適正管理を推進する必要があります。 

◆国による新しい制度の導入や制度改正、さらには住民ニーズの多様化など、市が行う業務内容は今後

ますます複雑多岐となり、職員には課題解決力や対応力が求められてきます。 
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財政健全化の推進に努めます 

自主財源の確保を図るとともに、経営的視点に立った財政運営を進めます。 

施策の内容 主な取り組み 

自主財源の確保、拡充 

 

ふるさと納税の推進 
市税、使用料など収納率の向上や、適正な受益者負担の実施 
資産の活用と遊休資産の売却 

経営的視点に立った財政運営の推進 地方公会計制度の活用 
電子入札の導入 

市民視点の行政サービスの向上に努めます 

市民視点に立った行政サービスの向上を図るため、キャッシュレス決済の普及推進、PPP・PFI などに

よる民間活力の導入、先端的情報通信技術の活用による行政手続のさらなる電子化やオンライン化など、

より効率的な行政運営を進めるとともに、持続可能なまちづくりの推進に努めます。 

施策の内容 主な取り組み 

市民サービスの向上 窓口サービス、公共施設サービスの充実（キャッシュレス

決済やコンビニ納付、証明書発行） 
電子自治体化の推進（行政手続の徹底したオンライン化） 

効率的かつ効果的な行財政運営の推進 

 

PPP・PFI や指定管理者制度など民間活力導入の推進 
施設の長寿命化の推進及び統廃合の検討・実施 
職員提案制度、事務改善活動の推進 
AI や RPA など先端的情報通信技術の導入・活用 

効率的な行政運営の推進に努めます 

広域連携による効率化や組織機構の見直し、適正な職員数の管理を行うとともに、時代や住民ニーズ

の変化に柔軟に対応できるよう職員一人ひとりの能力を高めていきます。 

施策の内容 主な取り組み 

広域連携による効率化 業務（移住・観光業務等）の広域連携の検討 

行政組織機構の見直し 柔軟な運用ができる組織機構の構築 

職員定員適正化の推進 

 

再任用職員及び会計年度任用職員を活用した、職員数、職員

構成の適正化とともに総人件費の抑制 

職員の人材育成 働き方改革、市民協働の担い手としての人材育成 

政策立案能力や説明能力など、資質の向上 

有事に備えた職員の知識や技能の向上 

 

 

成果指標 単位 
基準 

（令和元年度） 
中間目標 

（令和 6 年度） 
目標 

（令和 11 年度） 
備考 

経常収支比率 ％ 91.6 90.0 88.0  

市債残高 億円 243 230 200  

 

施策の方針

成果指標


