
 

平成３０年度 総合政策部 経営方針 

 

総合政策部長 平尾 忠浩  市長公室長 野尻 善樹 

１．部局の使命 

 総合政策部はトップマネジメントを直接サポートする使命を有することから、常にスピード感を

持って庁内各部局との協議・調整を行い、組織の一体感とチーム力を高めながら事業推進の具現化と

深度化を促進させる役割を担います。また、情報発信収集機能を強化して市民に市政を正しく伝える

とともに、あらゆる危機管理事案への迅速な判断と対応を行い、市民が安心して元気に快適に暮らせ

るまちづくりを組織横断的に進めます。 

 人口減少や少子高齢化による社会構造の変化に対応するため、“子育て・教育”、“地域経済”、“福

祉・介護”の視点から“オール甲賀で未来につなぐ！チャレンジプロジェクト”を推進し、定住人口、

交流人口、活動人口の増加を図り１０万人都市をめざします。 

 

２．組織経営方針 

（１）市民とのコミュニケーションツールとして、市民からの理解や信頼を獲得するための「市民に伝わ

る『広報』」と市民との合意形成に向けた「市民と共に考える『広聴』」を連携させた広報広聴活動

に取り組みます。 

（２）施策の方向性を定めた羅針盤であり、市政全般のアクションプランである「第２次甲賀市総合計画

実施計画」を、組織横断的な取り組みにより着実に推進するとともに、より挑戦的な計画へとブラ

ッシュアップを図ります。 

（３）行政経営における「市民自治」「成果主義」「持続可能性」を追求しながら、市民の力を結集し、オ

ール甲賀のまちづくりを推進します。 

 

３．各課の取り組み目標 

秘書広報課 市民との合意形成にもとづく「オール甲賀」のまちづくりに向けて、市民の皆

様と市長が身近な課題や市政について語り合う座談会を、最大年１０回を目標に

開催するとともに、効果的に市政情報等を発信するため、市民の皆様にとって分

かりやすく利用しやすいホームページ等の構築に向けた調査を実施します。 

危機管理課 平成２６年度の公開事業評価についての対応方針を踏まえ、消防団組織整備計

画（再編計画）を平成３０年度に策定し、１２月議会を目処に条例定数等の見直

しを目指します。 

政策推進課 山内、鮎河小学校の施設活用の方向性を地域住民の合意のうえ、年内確定を目

指します。また、中山間地域特有の課題の解決に向けた取り組みを自治振興会と

ともに開始するため、地域コミュニティ推進課と連携します。 

情報政策課 次期基幹系システムの更新を見据え、総務省等が推進している自治体クラウド

方式への移行について、経済面及び運用面での比較検討結果に基づき、平成３１

年４月からの自治体クラウド協議会への正式参加に向けた検討を進めます。 

地域コミュニティ推

進課 

平成３１年４月に開設する（仮称）まちづくりコア・ステーションについて、

様々な団体をはじめ、幅広く市民の皆さんが集い、つながる場となるよう、運営
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検討懇話会でご意見をいただきながら、管理・運営方法や機能充実に関する検討

を進めていきます。 
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平成３０年度 総務部 経営方針 

 

総務部長 森本 裕之  総務部理事 伴 孝史 

１．部局の使命 

総務部では、将来にわたって安定した財政力を堅持するため、施設の最適化をはじめとした行財政

改革を着実に推進するとともに、組織力の向上と自ら考え自ら行動できる自律的な職員の育成に取

り組むことにより市民の信頼に応え、オール甲賀で進めるまちづくりの基盤を強固にし、甲賀市総合

計画の実現を図ります。 

 

２．組織経営方針 

（１）独創的な発想力を解決力に結びつける自律型の人材育成及び組織力の強化に取り組みます。 

（２）将来を見据え、さらなる行政改革を進め、総合的資産マネジメントにより財政健全化の推進と行財

政基盤の強化に取り組みます。 

（３）適正で誤りのない課税及び負担の公平性の実現と財源確保の観点から、市税・料金等の徴収強化と

収納向上に取り組みます。 

 

３．各課の取り組み目標 

総務課 

コンプライアンス研修の対象を複数の職階に広げ、上半期中に開催します。また、

個人情報保護や情報公開制度についての研修も開催し、研修内容を充実させること

で、職員の意識改革に結び付けます。 

人事課 

 甲賀市職員としての存在意義を自覚し、市政の持続的な発展と市民サービス向上

に向けて自発的に成長するとともに、コンプライアンスや高い倫理感を保持した行

政のプロを育成するため、全職員対象に階層別研修を実施し、職員研修の充実強化

を図ります。 

財政課マネジメン

ト推進室 

「公共施設等総合管理計画」の実施計画にあたる「施設の最適化計画」を上半期中

に決定します。 

※5月の行革本部会議にて素案決定、以降、市議会説明、区長連合会・市民説明を経

て、8 月にパブコメ、9月の行革本部会議にて決定。 

管財課 

災害時における地域防災拠点としての役割を担い、誰もが便利で使いやすい施設

とするため、信楽地域市民センター整備事業では、第１四半期に工事を発注し、平

成３１年度末の完成を目指すとともに、香野団地未利用地については、公図混乱し

ている土地調査や境界確定等を実施し、今後有効な土地利用を図るための調査研究

を行ってまいります。 

税務課 

税務行政への信頼確保と安定的な収入確保に向け、通年を通し複数人チェックの

徹底による適正な課税と上半期における未申告者調査等による公平な税負担を行い

ます。また、「税・料金等収納向上対策強化三箇年計画」二箇年目の着実な実施によ

る収納率向上と全庁的な進捗管理を行います。 

3



 

 

選挙管理委員会事

務局 

第三者委員会からの答申を受けた後、直近の選挙までに指摘事項の改善に取り組

むことはもとより、市選挙管理委員会の独自の取り組みとして、次回選挙までに開

票事務従事者の配備体制や指揮命令系統の明確化、進行管理の適正化、投開票事務

マニュアルの見直し等を確実に実施します。 
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平成３０年度 市民環境部 経営方針 

 

市民環境部長 岡根 芳仁   

１．部局の使命 

市民環境部では、市民生活に直結した業務を担当し、防犯や交通安全など市民が安心して住み続け

られる安全な地域づくりを目指し、市民窓口サービスの向上や医療保険事業の充実を図るとともに、

自然や限りある資源を大切にする社会の実現を目指します。 

また、人権意識の高揚を図り、人権尊重のまちづくりを推進します。 

 

２．組織経営方針 

（１）市民が「いつもの暮らし」に安心を実感できるような安全なまちづくりに努めるとともに、みんな

が健康でいきいきと暮らし、ともに認め合う人権文化のまちづくりを推進します。 

（２）市民ニーズにあった窓口対応にスピード感をもって取り組み、市民窓口サービスの向上に努めます。

（３）一人ひとりが事務改善や働き方への意識改革を行い、全員で課題の共有・問題解決に取り組み、風

通しのよい組織づくりに努めます。 

 

３．各課の取り組み目標 

市民課 

個人番号カードの申請補助サービスを導入し、市民・企業・各種団体に向けた啓

発に取り組み、個人番号カード交付率１７％を目指します。また、証明書のコンビ

ニ交付を促進し、市民の利便性を高めることとします。 

保険年金課 

特定健診及び特定保健指導の受診率向上を図るため、未受診者への受診勧奨や啓

発事業に取り組むとともに、第２期データヘルス計画に基づきスマホアプリ健康ウ

ォーキング事業等に取り組み、医療費抑制につなげます。 

生活環境課 

現在の斎苑予約システムでは夜間受付ができないため、また日直・宿直の事務軽

減を図るため、２４時間予約ができるようにシステムの再構築を図り、年度内完了

を目指し、市民サービスの向上に努めます。 

人権推進課 

宇川会館・かえで会館において土曜開館を行い、相談事業や世代間交流事業の充

実に努めるとともに、人権教育連続セミナーや地区別懇談会の開催方法を工夫し、

参加者の年代層の拡大に努めます。 
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平成３０年度 健康福祉部 経営方針 

  

健康福祉部長 福山 勝久 

１．部局の使命 

私たち健康福祉部は、誰もが住み慣れた地域のなかで、健康でいきいきと暮らせるよう、「人が

つながり、地域がつながり、そして社会とつながり」、市民一人ひとりが幸せを感じる暮らし

を実現し、次世代へ受け継いでいくまちづくりをめざします。 

そのために、連携による地域福祉活動の充実、市民の生活を保障するセーフティネットの充

実を図ります。また、疾病予防・早期対策の推進を図るとともに、在宅医療を含めた地域医療

体制の確保をめざします。 

 

２．組織経営方針 

（１）地域住民が「我が事」として参画し、世代や分野を超えて「丸ごと」つながる地域共生社会の実現

に向けて、市民と積極的に話し合い、連携し、職務に誇りと自覚を持った人材を育てます。 

（２）組織全体で生活困窮者支援や子育て支援の現状と課題を共有し、各分野での虐待事例には即時に関

係者と連携し、対応・解決にあたります。 

（３）市民の声に応えるサービスの提供に努めるとともに、国・県の動向を注視し、施策の充実と財源の

確保に努めます。 

 

３．各課の取り組み目標 

社会福祉課 災害時に備える「避難行動要支援者同意者名簿」の活用を図りながら、市内３０

地域を本年度の達成目標として、要支援者一人ひとりの具体的な避難支援個別計画

の策定に努めます。 

生活支援課 

 

生活保護受給者や生活困窮者が自立した生活が送れるよう関係機関との連携によ

り早期就労や自立の促進に向けた取り組みを強化するため、就労支援プログラム実

施要領や支援調整会議の見直しを行い、定期的に進捗管理を行いながら支援の充実

を図ります。 

障がい福祉課 障がい者の就労と定着に向けて、関係機関及び庁内関係各課との調整を行い、課

題の分析と具体的な支援について検討を進めます。 

長寿福祉課 

 

市内介護事業所の人材不足解消に向け、官民が協働で課題克服に向けた取り組み

を進めるため、「（仮）甲賀市介護人材確保・定着支援推進協議会」を上半期に設立

し、年度中に事業所の実態調査、先例地視察等を行い、課題分析と取り組みを決定

します。 

すこやか支援課 

 

全世代型機能を持つセンターとして、保健センター・地域包括支援センターを拠

点に、関係部局・機関と連携・協働しながら、個別の課題から家族支援を行い、家

族の課題から地域の課題を把握し、保健・福祉・医療を主眼にした地域づくりの支

援に取り組みます。 
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健康医療政策課 保健・医療・介護・福祉が一体となった「甲賀市版・地域包括ケアシステム」に

よる“地域共生”のまちづくりのグランドデザインを示し、部内各課及び庁内各部

局との政策調整を行い、オール甲賀での具体化を推進します。 

①「我が事・丸ごと」事業調整会議（１回/月） 

②「我が事・丸ごと」の地域づくり推進事業協議（４月） 

③事業計画に基づく事業進捗管理 

水口医療介護セン

ター 

在宅医療の推進を図りながら、施設介護から在宅介護へ、医療と介護の連携強化

と地域医療の充実をめざします。 

信楽中央病院 平成２９年３月策定の甲賀市立信楽中央病院新改革プランの中間年度であること

からプランの検証と必要に応じて見直しを行います。 
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平成３０年度 こども政策部 経営方針 

 

こども政策部長  寺田 カオル 

１．部局の使命 

 こども政策部は、「甲賀市子ども・子育て応援団支援事業計画」の基本理念に基づき、子どもたち

が夢を育みながら、しなやかで・心豊かに・たくましく育ち、だれもが安心して子どもを産み、楽し

く子育てできるまちづくりをめざします。 

 

２．組織経営方針 

（１）子育ての多様なニーズをしっかりと把握し、子どもと子育て家庭の願いに応えられるよう、きめ細

やかな支援に努めます。 

（２）家庭や地域、企業、関係団体等との協働と連携により、地域全体で子どもと子育て家庭を支援する

仕組みを整えます。 

（３）職員の一体感を高め、みんなで課題を共有し、解決を図るとともに、柔軟に対応できる組織と働き

やすい環境づくりに努めます。 

 

３．各課の取り組み目標 

子育て政策課 病気の回復期に至らない保育を必要とする、未就学児及び小学校低学年児童を一

時的に預かる病児保育事業の実施機関を上半期中に決定します。 

発達支援課 発達支援システムの更なる充実のために、支援者向けの研修会の開催、園・学校

等における巡回相談、支援機関へのスーパーバイザーの導入など、年間を通して取

り組み、発達支援に関わる支援者のスキルアップを図ります。 

保育幼稚園課 平成２９年度に幼保小中再編検討協議会において計画に了承をいただいた水口地

域の園に関し、実施計画検討協議会を第１四半期に立ち上げ、新たな園づくりに向

けた協議を行います。また、私立園とする園については、用地の選定や事業者の公

募等を計画的に進めます。 

 

8



 

平成３０年度 産業経済部 経営方針 

 

産業経済部長 中島 昭彦  

１．部局の使命 

 私たち産業経済部の使命は、本市の恵まれた自然環境と交通基盤、歴史や伝統を背景に発展してき

た農林業、薬業や信楽焼などの地場産業をはじめとした商工業を振興するとともに、日本遺産などを

活用した観光産業を育成することにあります。そのために、農地や森林の持つ多面的機能の維持と生

産基盤の整備・強化に努めるとともに、「忍者」を核として、東海道・信楽（紫香楽）など歴史ある

観光資源の有効活用に努め、地域経済の活性化を図ります。また、交通の利便性を生かした優良企業

の立地促進やワークライフバランスを実現し、女性が活き活きと活躍できる社会の構築を図ること

により人口減少に歯止めをかけ、持続可能な財政基盤の堅持と新たな就労機会の確保を目指します。

 

２．組織経営方針 

（１）地場産業の活性化や新たな産業を育て市内での消費喚起を行うことで、域内経済の好循環を生み出

すとともに、女性が活躍できる社会を推進し、誰もが働きやすさと働き甲斐を感じる魅力ある商工

施策を展開します。 

（２）「忍者」を核として国内外から観光客を呼び込み、東海道や信楽（紫香楽）など様々な観光資源を活

用する関係団体などの思いを観光産業につなげるための、仕組みの強化を図ります。 

（３）元気な農村・農業づくりのため、農業者の所得向上につながる新たな作物をはじめとする農産物の

生産振興と販売の促進を図るとともに、継続した獣害対策の強化や農地の基盤整備、農業施設の長

寿命化を推進します。また、森林の持つ多面的機能を発揮させるため更なる間伐と地域林材の利活

用を進め美しい森林の保全に努めます。 

 

３．各課の取り組み目標 

商工労政課 産業の多様化に向けての検討を進め、「今の稼ぐ力の維持・強化」に取り組むとと

もに、「次の稼ぐ力」を創出するため、支援制度や仕組みを構築します。 

第 1四半期には、生産性向上特別措置法案に基づく特別税制導入を進めると共に、

新産業特区プロジェクト検討委員会の開催や、ＩＯＴ等活用新ビジネス実証手法調

査委託業務により、支援制度や仕組みの検討を進めます。 

第２四半期以降に、それらの詳細な制度設計を進め、次年度より制度の運用がで

きるよう調整を進めます。 

観光企画推進課 忍者をコンセプトとする観光拠点施設の２０２０年度の部分供用を目指し、本年

度において、地権者との調整、検討委員会との内容協議を重ね、基本設計を実施し

ます。 

農業振興課 市の特産品である茶の振興を図るため、１０月・３月に有機肥料を積極的に投入

し輸出を意識した有機質栽培を推進します。（３ヶ年計画） 

 ・目標：１００ｈａ 

林業振興課 森林の多面的機能を発揮させるため、持続的な森林整備として年間４００ｈａの

間伐を行ないます。 
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平成３０年度 建設部 経営方針 

 

建設部長 橋本 義信 

１．部局の使命 

 建設部は、人口減少と人口構造の不安定化がさらに加速する時代を乗り越えるために、多様性を活

かしたネットワークづくりへの転換を行うことや、市民誰もが住み慣れた地域でそれぞれのスタイ

ルに応じた高い安全性と快適な生活が享受できるよう公共交通・生活環境の整備及び都市施設を充

実させることにより、活力あるまちづくりを進めます。  

 

２．組織経営方針 

（１）地域の特色や住民の多様性を活かした集約型の都市構造を目指し、安全で安心できる居住環境、イ

ンフラ整備の推進、公共施設等の日常管理と改修・更新を実施します。 

（２）人口減少や高齢化社会による交通弱者の増加等に伴う社会情勢の変化に対応し、持続可能な地域公

共交通網の形成を目指します。 

（３）活力あるまちづくりに向け、雇用の創出と人やモノの交流促進に向けた事業を展開します。 

 

 

３．各課の取り組み目標 

都市計画課 

 

【（仮称）甲賀北地区工業団地整備事業】 

新名神高速道路の立地特性を活かした新産業基盤の構築と企業誘致を行い、雇用

の創出と人口の定住化の促進により、人口減少の抑制と地域の活性化を図るため、

土地区画整理組合の認可取得を進めます。 

都市計画課 

 

【貴生川駅周辺整備事業】 

貴生川駅周辺の地域拠点としての機能強化を目指し、民間活力の導入や都市計画

の変更により、都市機能の充実や定住人口の増加を図るため、全体構想の策定と手

法の検討を進めます。 

公共交通推進課 

 

【コミュニティバス運行事業】 

地域の実情にマッチしたコミバス・コミタク・自家用有償旅客運送等や新たなモ

ードを加えたモビリティーミックスの最適化に向け、調査研究・検討を行い、方針

を策定します。 

建設事業課 

【交通安全施設整備事業、地域高規格道路整備促進事業】 

安全で安心できるくらしのため、市道における区画線など交通安全施設の維持修

繕を進めると共に、地域活性に繋がる地域高規格道路の事業促進のため、重点的な

啓発活動に取り組みます。 

住宅建築課 

 

【空家等対策事業】 

空家等対策計画に基づき、空家の予防、除却の推進、行政指導等適正な管理に努

めるとともに、利用可能な空家の活用を促進するため、法律相談及び空家バンクを

活用した効率的な利活用の推進を行います。 
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建設管理課 

【市道・河川等維持管理事業、河川防災協働事業】 

生活道路の除草については、地元自治会等の協力を得て行っていますが、高齢化

等により作業の担い手が減少するなどの課題が顕在化していることから、今後、持

続可能な実施ができるよう一定の基準を設けます。 

 また、洪水による被害を防止するため、河川が持つ本来の通水能力が保てるよう、

市管理河川等の堆積土砂の浚渫、浚渫土砂の処分地調査及び自治会等が実施する河

川防災活動事業への補助金助成を行います。 
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平成３０年度 上下水道部 経営方針 

 

上下水道部長 小嶋 徳男 

１．部局の使命 

上下水道部は、市民の日々の生活や経済活動に欠かすことのできない水道水を清浄で安定的に供

給するとともに、市民生活の場や事業所などから排出された汚水を浄化し、公衆衛生の向上と生活環

境の改善、公共用水域の水質保全を図るため、上下水道施設の計画的な整備と更新を行います。  

また、災害などあらゆる事態を想定しながら常に危機管理への意識を持ち、適正な維持管理に努

め、上下水道事業を健全で効率的に継続運営していきます。 

 

２．組織経営方針 

（１）上水道事業・下水道事業の健全経営を目指し、経営の安定と経営基盤の強化を図ります。 

（２）安心で安定した水道水を供給するため、水道施設の適正な維持・保守ならびに長期的視点に立った

アセットマネジメントに基づく施設更新に取り組みます。 

（３）快適な生活環境と美しい自然を守るため、汚水処理施設整備構想に基づき下水道設備と合併浄化槽

の設置を推進することにより水洗化の促進を図ります。 

 

３．各課の取り組み目標 

上下水道総務課 収納率の向上を図るため、お客様センターと常に連携を密にし、滞納者の生活状

況を把握した効果的な滞納対策を行ないます。また、給水停止等の執行強化により、

高額滞納の防止に努めます。 

上水道課 甲賀市水道事業アセットマネジメントを踏まえ、持続可能な水道事業の運営を図

るため、今後１０年間の目標とすべき「新水道ビジョン」の素案を上半期に作成し、

今年度策定します。 

下水道課 生活環境の改善及び公共用水域の水質保全と水洗化の普及を図るため、長野地区

の下水道整備を継続して進めるため今年度の工事を上半期に発注します。 
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平成３０年度 会計管理組織 経営方針 

 

会計管理者 片岡 優子 

１．部局の使命 

 会計管理組織では、地方自治法及び関係法令の定めにより、会計事務を適正に執行することを第一

義に、公金取扱いにおいては極めて清明であることとし、市民皆さまの信頼に応える清潔な出納・保

管に努めます。また、資金運用については、金融情勢等を注視しながら、安全で確実な公金管理を行

います。 

 

２．組織経営方針 

（１）法令や条例、規則を遵守した正確な会計事務を執行します。 

（２）資金計画の精度を高め、より有効かつ安全な資金運用を図ります。 

 

３．各課の取り組み目標 

会計課  会計事務研修（財政課合同）の実施をはじめ、各課からの相談や質問に的確に助

言・指導を行い、市職員全体の会計スキルアップを図ります。 

 各課等による資金収支計画の入力を徹底することで、限られた経営資源を最大限

生かし、市民の利益に繋がるよう、より有効かつ安全な資金運用を行います。 
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平成３０年度 教育委員会事務局 経営方針 

 

教育部長 玉木 正生  理事 平井 茂治 

１．部局の使命 

教育委員会事務局は、甲賀市教育大綱の教育方針である「たくましい心身と郷土への誇りをもち、

未来を切り拓く人を育てる」の具現化に向け、大綱で掲げる目標の達成をめざすとともに、市長と教

育委員会との一層の連携、情報共有、合意形成を図り、甲賀市教育振興基本計画を着実に実践してい

きます。 

 

２．組織経営方針 

（１）甲賀市教育振興基本計画に掲げる教育施策に基づき、今年度の主要事業を着実に推進します。 

（２）学校や園、家庭、地域等の連携を強化し、教育内容の充実を図るとともに、地域全体で未来を担う

子どもたちの成長を支える仕組みを構築します。 

（３）社会の変化に対応し、NPO、大学、企業など多様な主体と連携・協働し、実践的な学習機会の提供に

取り組むとともに，社会教育施設を中心とした活動にとらわれない柔軟性のある事業を展開するな

ど、社会教育を通じた持続可能な地域社会の形成に努めます。 

 

３．各課の取り組み目標 

教育総務課 
 今年度の主要施策の確実な推進とともに、平成３１年度から始まる第３期教育振

興基本計画を１２月までに策定します。 

学校教育課 
外国語を母語とする児童・生徒が、学校での学習や生活に適応し、生き生きと学

校生活を送ることができるよう、日本語初期指導教室を９月から開設します。 

社会教育課 

家庭教育力の向上と持続可能な生涯学習社会の実現を図るため夢の学習事業を実

施します。今年度、水口、甲南、信楽の３地域で行う夢の学習事業をＮＰＯ法人に

委託し、事業計画やその実施状況の情報を市民と共有し、市内全域に展開していき

ます。 

文化スポーツ振興

課 

文化・芸術・スポーツ・科学等の「一流」に触れる機会を通じ、将来の夢の実現

に向けた意欲向上と豊かな発想力を醸成する金の卵プロジェクト事業を実施しま

す。 

歴史文化財課 

国史跡紫香楽宮跡の整備に向けて、今まで進めてきた発掘調査の報告書をまとめ

歴史的な評価を明らかにします。一方で、史跡を活用したまちづくりが進むように

市民と協働で講演会やイベントを開催し、史跡整備の機運を高めます。 
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平成３０年度 議会事務局 経営方針 

議会事務局長  呉竹 弘一 

１．部局の使命 

分権の進展により、自治体の権限と責任の範囲が拡大しています。また、少子高齢化や人口減少の

波に取り残されないために、全国の自治体が地域の特性を生かした個性ある取り組みを進める中に

おいて、二元代表制のもとに市の意思決定の一翼を担う地方議会の役割はこれまで以上に重要性を

増すとともに、より高度な機能が求められています。 

そのことから、議会事務局は議長および議員の職務を補佐する組織として、議員の政策立案能力の

向上や監視･評価機能の強化、さらには市民に開かれた議会を目指し、議会事務局職員の専門性を強

化しながら、議員活動や議会運営へのサポートを積極的に行います。 

 

２．組織経営方針 

（１）円滑な議会運営及び議員活動の活性に向けた積極的な支援を行います。 

（２）より開かれた市議会となるよう、議会改革の推進にかかる必要な支援を行います。 

 

３．各課の取り組み目標 

議 事 課 （１）円滑な議会運営と議員活動の活性に向けた支援 

・円滑な議会運営のために、議会事務局職員のスキルアップに向け、専門研修への

積極的な参加に努め、  

・タブレットの導入により議会のＩＣＴ化を推進し、議会関連資料のペーパーレス

化、議会運営の効率化を図ります。また、グループウェアの導入により議員間、

事務局の情報共有の強化、円滑化等を図ります。 

（２）より開かれた市議会となるための、必要な支援 

・議会改革推進特別委員会において、議会倫理条例の制定や、議会基本条例の検証

などが予定されており、議会改革の推進に必要な支援を行います。 

・３０年度より議会報告会を各常任委員会単位でテーマ別の意見交換会に変更され

る予定であり、必要な支援を行います。 
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平成３０年度 監査委員事務局 経営方針 

 

監査委員事務局長 西野 博 

１．部局の使命 

 監査委員事務局は、監査委員の命を受けた補助機関として、法令に基づき市の財務に関する事務の

執行、行政事務事業の執行等が、「最少の経費で最大の効果をあげているか」を主眼に監査を行うこ

とにより、行財政運営の健全性と透明性を確保し、もって住民福祉の増進と市政への信頼性向上に努

めます。 

 

２．組織経営方針 

（１）定期監査をはじめとする諸監査や検査については、３Ｅ（経済性・Economy、効率性・Efficiency、

有効性・Effectiveness）に加え、法令に対しての適法性の観点から監査を実施します。 

（２）決算審査については、３Ｅに加え、表示や執行の正確性、事業経営の適正性の観点から監査を実施

します。 

 

３．各課の取り組み目標 

 

監査委員事務局 

 監査実施の有効性向上と業務改善に資するため、２９年度定期監査の結果に対す

る被監査部局の措置状況報告を６月に求め、その時点での対応中や未対応について

は、更に３０年度定期監査時に報告を求め、解決に向けた取組を促します。 
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平成３０年度 農業委員会事務局 経営方針 

 

農業委員会事務局 事務局長 西出 幸司 

１．部局の使命 

 農業委員会事務局では、優良農地の保全を目的とする農地法等法令に基づく許認可業務の適正な

執行をはじめ、新規就農者を含む農業者支援のための情報提供や、制度改正により必須業務となった

「農地利用の最適化の推進」について、農業委員・農地利用最適化推進委員が地域の先導役となり、

遊休農地の発生防止・解消や地域における農地集積を積極的に進めます。 

 

２．組織経営方針 

（１）行動する農業委員会の実践及び体制の強化 

（２）農業者支援のための農業委員会活動や農地に関する情報等の提供 

（３）農地利用最適化（担い手への農地集積、遊休農地対策、新規参入・就農者への支援）の推進 

 

３．各課の取り組み目標 

農業委員会事務局 農地を守るという基本姿勢に立ち、委員パトロールや地域パトロールの実施によ

り、違反転用の早期発見や指導、遊休農地の発生状況の確認を行い委員間同士で情

報共有することで監視力を高めるとともに、農地中間管理機構と連携を密にし、担

い手への農地集積を進めます。併せて、地域事情に即した対応が取れるよう農地利

用最適化に向けた推進体制を強化します。 

また、これまでに引き続き、農業委員会活動や農地に関する情報をタイムリーに

発信し、農業者の支援に努めます。 
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