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将来都市像実現のための行財政運営 

23．行政運営 

 

施策目標 

組織の適正化や効率的な行政運営を図るとともに、市民に身近な市役所を目指し、行政サービス

の向上に努めます。 

 

成果指標 

成果指標名 単位 実績値 
目標値 

平成32年度 

相互利用ができる公共施設の数 か所 
102 

(平成26年度) 
112 

行政手続の電子化 件 
44 

(平成26年度) 
50 

市オープンデータへのアクセス数 件 
- 

(平成26年度) 
2,500 

市ホームページアクセス数 件 
422,352 

(平成26年度) 
500,000 

 

まち・ひと・しごと創生総合戦略の該当箇所 

【戦略１】日本一を誇る500万本の曼珠沙
ま ん じ ゅ し ゃ

華
げ

・高麗郡建郡1300年からつながる“魅力ある観光づくり 

＜施策１－１＞“高麗郡”の魅力や価値の発見・発信 

【戦略２】日高に住み続けたくなる“住環境づくり” 

＜施策２－１＞市民の定住促進に向けた支援 

 

施策の展開 

（１）計画的かつ効率的な行政運営の推進 

➢急速に進展する少子高齢化に的確に対応するとともに、複雑化、多様化、高度化する行政課

題に的確に対応できるよう、適宜、組織機構の見直しを図るなど、計画的かつ効率的な行政

運営を推進します。 

➢行政改革を推進するため、行政評価制度を活用した施策や事務事業の進行管理を実施し、質

の高い行政運営の実現に向けた取組を推進します。 

➢時代の変化や市政の課題に的確かつ適切に対応できる職員等を育成するとともに、職員の能

力開発及び意識改革を更に進め、組織力向上のために成果を出す人材育成に努めます。また、

人材を的確に活用をするため、人事管理制度の充実に努めます。 

事務事業名 事業内容 
平成28年度
予算額 

担当課名 

議員報酬等事務 
平成２８年度 

・議員報酬等の支給 
・議員共済会に関する事務 

125,352千円 議会事務局 
平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 
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議会運営事務 

平成２８年度 
・本会議等の議会を適正に運営するための所
要事務 

1,432千円 議会事務局 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

議員研修事務 

平成２８年度 
・委員会ごとの視察実施 
・政務活動費の交付 

3,146千円 議会事務局 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

議会図書室管理事
務 

平成２８年度 ・議会図書室の整備及び充実 

687千円 議会事務局 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

人事給与関係事務 

平成２８年度 ・人事及び給与に係る事務（通年事務） 

4,199千円 総務課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

育休代替職員等労
務管理事務 

平成２８年度 ・臨時職員等の労務管理に関する事務 

36,284千円 総務課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

職員福利厚生事務 

平成２８年度 

・日高市職員安全衛生管理規程に基づく健
康診断等の実施 
・心身の故障のため、長期の休養を要する職
員等に産業医面談の実施 
・ストレスチェックの実施及びメンタル相談等
のカウンセリング業務 

4,943千円 総務課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

職員能力開発事務 

平成２８年度 

・研修計画に基づく研修の実施 
・各種自己啓発（通信教育講座等）、職場内
研修（個別、集団研修）及び職場外研修（階
層別研修、専門研修、派遣研修、その他研
修）の実施 

2,508千円 総務課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

市長・副市長秘書事
務 

平成２８年度 
・スケジュール管理、庁内外との調整 
・執務環境整備 

3,166千円 政策秘書課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

職員表彰事務 

平成２８年度 
・永年勤続者の表彰 
・退職職員への感謝状贈呈 

19千円 政策秘書課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

企画総務事務 

平成２８年度 ・行政経営審議会の開催等 

857千円 政策秘書課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

職員提案等推進事
務 

平成２８年度 ・職員提案による業務の改善 

20千円 政策秘書課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

総合計画策定及び
推進事務 

平成２８年度 

・総合計画後期基本計画に掲げる施策の進
行管理 
・行政評価制度に基づく、行財政運営の改善
及び行政改革の推進 

212千円 政策秘書課 

平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

組織管理事務 

平成２８年度 
・定員管理計画に基づく、適正な定員の管理
及び実情に即した組織の見直し 

0円 政策秘書課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 
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公平委員会運営事
務 

平成２８年度 ・公平委員会会議の開催等 
429千円 公平委員会 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

固定資産評価審査
委員会運営事務 

平成２８年度 
・固定資産評価審査委員会の開催 
・固定資産評価審査委員会運営研修会への
参加 67千円 政策秘書課 

平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

選挙管理委員会運
営事務 

平成２８年度 
・選挙の公正かつ適正な管理及び執行を目
的とする選挙に関する事務 

2,376千円 
選挙管理委
員会事務局 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

選挙啓発事務 
平成２８年度 

・選挙人の選挙に関する意識の高揚と投票率
向上に向けた啓発 

480千円 
選挙管理委
員会事務局 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

監査事務 
平成２８年度 ・監査計画に基づく、検査、審査等の実施 

1,401千円 
監査委員事
務局 

平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

教育委員会運営事
務 

平成２８年度 
・教育委員会を適正に運営するための所要事
務 
・教育委員会会議の開催 1,673千円 教育総務課 

平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

教育委員会総務事
務 

平成２８年度 
・教育委員会を適正に運営するための所要事
務 

1,949千円 教育総務課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

総務管理事務 
平成２８年度 

・市が所有、使用、管理する施設の瑕疵や業
務遂行上の過失に起因する法律上の損害
賠償責任を負う場合に、損害等により被災し
た住民に対する見舞金をてん補するため保
険加入 
・日高市章及び日高市旗取扱規程に基づく、
国旗及び市旗の管理、貸与 
・市章の使用管理 

1,104千円 総務課 

平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

議会及び議案事務 
平成２８年度 

・市議会定例会４回及び臨時会への議案提
出 
・全員協議会の対応 0円 市政情報課 

平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

争訟事務 
平成２８年度 

・埼玉県内訟務担当者協議会への参加 
・紛争の処理対応 

3千円 市政情報課 
平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

基地対策関係事務 
平成２８年度 ・県基地対策協議会（会長は知事）への参加 

60千円 
危機管理防
災課 

平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

自衛官募集事務 

平成２８年度 ・市広報等を通じた自衛官の募集周知 

21千円 総務課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

衆議院議員総選挙
事務 

平成２８年度 - 

0円 
選挙管理委
員会事務局 

平成２９年度 - 

平成３０年度 
・選挙の公正かつ適正な管理及び執行を目
的とする選挙に関する事務 

参議院議員通常選
挙事務 

平成２８年度 
・選挙の公正かつ適正な管理及び執行を目
的とする選挙に関する事務 22,286千円 

選挙管理委
員会事務局 

平成２９年度 - 
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平成３０年度 - 

県議会議員一般選
挙事務 

平成２８年度 - 

0円 
選挙管理委
員会事務局 

平成２９年度 - 

平成３０年度 
・選挙の公正かつ適正な管理及び執行を目
的とする選挙に関する事務 

市長選挙事務 

平成２８年度 
・選挙の公正かつ適正な管理及び執行を目
的とする選挙に関する事務 

20,974千円 
選挙管理委
員会事務局 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

総合戦略推進事務 

平成２８年度 ・まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進 

6,222千円 政策秘書課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

同居近居促進事業 平成２８年度 
・市内に新たに住宅を購入し、転入する子世
帯に対して、住宅取得に要した経費の一部
補助 6,500千円 政策秘書課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

 

（２） 広域行政の推進 

➢市域を越えた共通課題の解決や行政資源の広域的な活用など市民サービスの拡充や行政サー

ビスの効率化が図れる事業については、市民ニーズに即して近隣市町との連携強化を図ると

ともに共同実施を図るなどの広域行政を推進します。 

事務事業名 事業内容 
平成28年度
予算額 

担当課名 

広域行政推進事務 平成２８年度 
・埼玉県川越都市圏まちづくり協議会の構成
市町との連携 
・埼玉県西部地域まちづくり協議会との連携 699千円 政策秘書課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

広域飯能斎場組合
事務 

平成２８年度 
・広域飯能斎場組合に対して火葬場、葬祭場
の共同処理に係る負担金の支出 

21,496千円 環境課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

地域間交流事業 

平成２８年度 ・神奈川県大磯町等との交流 

1,180千円 政策秘書課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

 

（３） 電子自治体の推進 

➢公平で公正な社会の実現、住民の利便性の向上、行政の効率化を実現するため、社会保障・税

番号制度に係るシステム改修を進めます。 

➢費用削減や業務の平準化を図るため、国や県のシステムを積極的に活用します。 

➢活用しやすいホームページを目指し、より高性能なシステムの活用によるホームページの機能

向上を図ります。 

➢オープンデータ化の推進のため、利用環境を整備します。 

➢オンライン調査を推進し、精度の高い統計調査を実施します。 

事務事業名 事業内容 
平成28年度
予算額 

担当課名 

統計調査管理事務 
平成２８年度 

・職員及び統計調査員の資質の向上 
・統計調査員の確保対策 159千円 市政情報課 

平成２９年度 同上 

総合戦略 施策 2-1 

総合戦略 施策 1-1 
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平成３０年度 同上 

各種統計調査事務 

平成２８年度 
・計画される各省庁の所管する基幹統計調査
及び埼玉県の所管する県指定統計調査の
実施 2,341千円 市政情報課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

情報化推進事務 

平成２８年度 

・情報インフラの整備及び維持管理 
・社会保障、税番号制度の導入に向けた調整 
・情報システムや情報政策に関する最新の利
用技術の知識、事務に役立つ手法や取組
の習得 

8,478千円 市政情報課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

ICT管理運営事務 

平成２８年度 
・電算機器及びシステムの維持管理及び情報
セキュリティ対策の実施 

127,160千円 市政情報課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

ウェブ情報発信運営
事務 

平成２８年度 
・日高市公式ホームページの運営及びＳＮＳ
による情報発信 

2,727千円 市政情報課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

ホームページリニュ
ーアル事業 

平成２８年度 
・パソコンやスマートフォンなどからの閲覧に
対応したホームページ管理システムの入替 

22,022千円 市政情報課 
平成２９年度 - 

平成３０年度 - 

 

（４） 行政サービスの向上 

➢広報やホームページなどを通じ、各種相談についての情報を広く市民に提供するとともに、

関係機関と連携し、市民が気軽に悩みごとや困りごとなどを相談できる機会の充実を図りま

す。また、企業の経営及び勤労者の生計を安定させるため、事業所及び内職を探している人

の双方から相談を受け、紹介、あっせんをします。 

➢市民が利用しやすい窓口にするため、市民のニーズを聞き取り、スムーズな証明書の交付等

を行い、市民サービスの向上を図ります。また、住民の利便性向上のため、電子申請を利用

した手続の充実を図ります。 

➢市民サービスを更に向上させるため、業務の改善や職員提案などを推進します。 

事務事業名 事業内容 
平成28年度
予算額 

担当課名 

税務証明事務 

平成２８年度 ・納税証明や課税・非課税証明等の交付 

8,742千円 税務課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

住民基本台帳事務 

平成２８年度 
・住民の氏名、生年月日、性別、住所などが
記録された住民票の編成（住民基本台帳） 
・住民票の写し等の交付 20,049千円 市民課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

戸籍事務 

平成２８年度 

・戸籍届書の受付、処理及び戸籍の編製 
・戸籍に関する諸証明の交付 
・人口動態や相続税法第58条の規定による
報告 7,969千円 市民課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 
旅券事務 平成２８年度 ・旅券発給申請等の受理、審査及び旅券の 1,973千円 市民課 
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交付 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

人権相談事業 

平成２８年度 
・人権擁護員による心配ごとやトラブルなどに
関する相談の受付 

837千円 総務課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

消費生活相談事業 

平成２８年度 
・消費生活相談センターにて、市民からの消
費生活に係る相談の受付 

3,903千円 産業振興課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

行政相談事業 

平成２８年度 
・行政相談員による行政に関する苦情、手続
き等に関する相談の受付 

138千円 総務課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

法律相談事業 

平成２８年度 ・弁護士による法律相談の受付 

1,360千円 総務課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

税務相談事業 

平成２８年度 ・税理士による税務相談の受付 

50千円 税務課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

労働相談事業 

平成２８年度 
・勤労者及び事業主の労働に関する問題、悩
みごと及び心配ごと等に対して、社会保険
労務士による労働相談の受付 247千円 産業振興課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

就労支援事業 

平成２８年度 
・内職を希望する市民及び内職者を求人して
いる事業所へのあっせん 

357千円 産業振興課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

臨時運行許可事務 

平成２８年度 
・臨時運行許可証及び臨時運行番号標を貸
与し、特例的な運行許可を付与 

3千円 市民課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

市営葬助成事務 

平成２８年度 ・市営葬申請の受付 

6,250千円 市民課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

行政不服審査事務 

平成２８年度 ・審査請求に関する対応 

69千円 
市政情報課 
 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

 
 

 

 

 

 

24．財政運営 
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将来都市像実現のための行財政運営 

 

施策目標 

安定した歳入確保、経費の見直しと削減により健全な財政運営に努めます。 

 

成果指標 

成果指標名 単位 実績値 
目標値 

平成32年度 

経常収支比率 ％ 
93.6 

(平成26年度) 
86.5 

竣工企業件数（再掲） 件 
84 

(平成26年度) 
90 

市税の収納率 ％ 
98.7 

(平成26年度) 
98.7 

 

まち・ひと・しごと創生総合戦略の該当箇所 

【戦略２】 日高市に住み続けたくなる“住環境づくり” 

＜施策２－４＞公共施設の最適化 

 

施策の展開 

（１）安定した財政運営 

➢財政運営の健全化の確保を図るため、中長期的な視点から持続可能な財政運営や財源確保策

について、財政計画を策定し、計画的な財政運営を推進します。 

➢歳入の増加や維持管理費の削減を図るため、市が保有する未利用財産の売却や有効活用を積

極的に推進します。 

（２）税収の確保 

➢税収を確保するため、適正な課税の推進を図るとともに納期内納付を推進し、未然に滞納を

防止します。また、企業誘致を積極的に推進し、安定的な税収の確保に努めます。 

事務事業名 事業内容 
平成28年度
予算額 

担当課名 

議長車維持管理事
務 

平成２８年度 ・議長車の運行及び維持管理 
1,506千円 議会事務局 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

まちづくり寄附金事
務 

平成２８年度 

・寄附金を財源とした各種事業の実施 
・インターネット上での寄附の申込みや記念
品（お礼）の選択ができるポータルサイトやク
レジット決済の運用 
・記念品（お礼）の見直し等 

91,987千円 総務課 

平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

共通物品管理事務 
平成２８年度 

・事務用品の消費に伴う月次払出し及び在庫
不足品の一括購入 

950千円 管財課 
平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

工事検査関係事務 平成２８年度 
・契約金額250万円を超える市発注建設工事
の履行確認 
・契約金額130万円を超える市発注建設工事

104千円 管財課 
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の検査結果データの集計 
平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

入札・契約事務 
平成２８年度 

・各事業担当課所から依頼を受けた案件の入
札及び契約を一元的に処理 

3,668千円 管財課 
平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

用品調達基金管理
運用事務 

平成２８年度 
・各課所から依頼を受けた消耗品等購入の見
積り合せ及び契約を一元的に処理 

0円 管財課 
平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

財政計画管理事務 
平成２８年度 

・地方財政状況調査、財政健全化判断比率、
各財政指標等を活用し、財政運営の健全化
確保 
・財政運営や財源確保策の計画策定 0円 財政課 

平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

予算編成執行管理
事務 

平成２８年度 
・当初予算及び補正予算の編成 
・予算の執行管理、決算資料の作成 

819千円 財政課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

財源確保活用事務 

平成２８年度 
・地方交付税の算定、地方債の借り入れ、税
等の交付金の収入 

197千円 財政課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

財政状況公表事務 

平成２８年度 ・統一的な基準による地方公会計の整備促進 

6,669千円 財政課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

会計審査事務 
平成２８年度 ・会計伝票の審査確認 

38千円 会計課 平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

決算等調製事務 

平成２８年度 ・決算の調整、源泉徴収票発行 

6千円 会計課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

現金等出納事務 

平成２８年度 ・指定金融機関を通じた公金の支払い、収納 

2,301千円 会計課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

収入証紙等売りさば
き事務 

平成２８年度 ・県証紙と収入印紙の販売 
23,600千円 会計課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

市長車維持管理事
務 

平成２８年度 ・市長車の運行及び維持管理 

2,070千円 政策秘書課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

公有財産維持管理
事務 

平成２８年度 
・公拡法対象地の適正な対応及び公有財産
の有効活用 

4,717千円 管財課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

公用車維持管理事
務 

平成２８年度 ・共用車の安全運行のための適切な管理 
16,847千円 管財課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

職員駐車場維持管
理事務 

平成２８年度 
・職員用駐車場の確保 
・文化体育館利用者の利便性確保 

2,640千円 管財課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

財政調整基金管理
運用事務 

平成２８年度 
・財政調整基金、歳計剰余金の処分による財
政調整基金の積立 
・単年度の収支不足を補うための財政調整基

261,406千円 財政課 
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金の取り崩し 
・歳計現金の不足を補うための財政調整基金
繰り替運用 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

減債基金管理運用
事務 

平成２８年度 ・減債基金の管理運用 

381千円 財政課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

公共施設整備基金
管理運用事務 

平成２８年度 ・公共施設整備基金の管理運用 

70,754千円 財政課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

税務事務 

平成２８年度 

・税務行政に必要な情報や知識を得るために
各種協議会の加入 
・課税更正等に基づき発生する還付金の支
払い 27,784千円 税務課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

収税事務 

平成２８年度 

・誤納に基づき発生する還付金の支払い 
・職員の研修 
・他機関等からの調査報告、予算及び決算等
の庶務的事務 431千円 収税課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

個人市民税賦課事
務 

平成２８年度 ・個人市民税の賦課 

21,098千円 税務課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

法人市民税賦課事

務 

平成２８年度 ・法人市民税の賦課 

1,866千円 税務課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

固定資産税等賦課

事務 

平成２８年度 ・固定資産税、都市計画税の賦課 

58,299千円 税務課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

軽自動車税賦課事
務 

平成２８年度 ・軽自動車税の賦課 
3,411千円 税務課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

市たばこ税賦課事務 
平成２８年度 ・市たばこ税の賦課 

0円 税務課 平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

市税収納管理事務 
平成２８年度 ・市税の収納管理 

21,093千円 収税課 平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

市税滞納整理事務 

平成２８年度 

・督促の発布、催告の発送 
・滞納調査、捜索、差押及び交付要求等の滞
納整理 
・電話催告業務の実施 6,552千円 収税課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

市債元金償還事務 
平成２８年度 ・過去に借り入れた地方債の元金償還 

1,040,909千
円 

財政課 平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

市債利子支払事務 

平成２８年度 ・過去に借り入れた地方債の利払い 

141,197千円 財政課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

下水道事業会計助
成事務 

平成２８年度 
・下水道事業会計に対する負担金、補助金の
支出 
・繰出し基準内外の数値の確認等 

314,079千円 財政課 
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平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

ふるさとづくり基金管
理運用事務 

平成２８年度 
・高麗郡建郡1300年記念事業の事業費とし
て、基金の全額活用 

0円 政策秘書課 
平成２９年度 - 

平成３０年度 - 

収納率向上対策事
務 
【国保】 

平成２８年度 
・督促状の発布、催告状の送付及び差押や
交付要求の実施 

1,766千円 健康支援課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

庁舎等維持管理事
業 

平成２８年度 ・庁舎の老朽箇所の修繕及び設備の更新 

117,106千円 管財課 平成２９年度 ・同上 

平成３０年度 ・同上 

出張所維持管理事
業 

平成２８年度 
・住民異動届等の手続き、証明事務及び市税
等の収納事務各課所の連絡等 

2,459千円 市民課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

民生費国・県支出金
等返還事務（子育て
応援課） 

平成２８年度 
・前年度以前の国・県負担金及び補助金を実
績報告書等に基づき返還 

0円 子育て応援課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

生涯学習センター維
持管理事業（教育総
務課） 

平成２８年度 ・生涯学習センター外壁等改修工事の実施 

222,881千円 教育総務課 平成２９年度 - 

平成３０年度 - 

生涯学習センター維
持管理事業（生涯学
習課） 

平成２８年度 
・生涯学習センターの衛生的な環境の確保及
び安心、安全な施設の運営 
・施設の適正な維持管理 36,362千円 生涯学習課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

民生費国・県支出金
等返還事務（社会福
祉課） 

平成２８年度 
・前年度以前の国・県負担金及び補助金を実
績報告書等に基づき返還 

1千円 社会福祉課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

自衛消防管理事務 

平成２８年度 ・庁舎に出入りする人と職員の安全確保 

94千円 管財課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

 

（３）公共施設等の老朽化に対する総合的な対策 

➢老朽化が進行している公共施設など（公共建築物、土木建築物等）について、安全性を保ち

つつ、財政負担の軽減を図り、時代に即した最適なものとするため、日高市公共施設等総合

管理計画に基づき、長期的かつ総合的な対策を推進します。 

事務事業名 事業内容 
平成28年度
予算額 

担当課名 

公共施設マネジメン
ト推進事務 

平成２８年度 ・公共施設等総合管理計画の推進 

4,886千円 財政課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

教育施設長寿命化
計画策定事務 

平成２８年度 ・教育施設長寿命化計画の策定 

10,520千円 教育総務課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 - 

 

総合戦略 施策 2-4 

総合戦略 施策 2-4 
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将来都市像実現のための行財政運営 

25．市民参加・協働 

 

施策目標 

積極的な情報公開に努め、地域コミュニティ活動の活性化や市民の参画機会の充実を図ります。 

 

成果指標 

成果指標名 単位 実績値 
目標値 

平成32年度 

ボランティア団体登録数 団体 
47 

(平成26年度) 
50 

区加入率 ％ 
82.6  

(平成26年度) 
85 

 

まち・ひと・しごと創生総合戦略の該当箇所 

【戦略４】 元気な未来につながる“しごとづくり” 

＜施策４－３＞若者世代の人材活用 

＜施策４－４＞地域拠点の活性化 

 

施策の展開 

（１） 地域コミュニティ組織の充実 

➢住み良い連帯感、豊かな地域社会の形成や地域自治の振興を図るため、自治会活動の活性化

を推進します。また、区未加入者の増加を防ぐため、区加入促進に関する啓発を推進します。 

事務事業名 事業内容 
平成28年度
予算額 

担当課名 

コミュニティ組織育
成事業 

平成２８年度 ・コミュニティ活動の推進 

2,955千円 総務課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

自治組織及び自治
団体育成事業 

平成２８年度 
・豊かな地域社会の形成及び地域自治の振
興 
・自治会活動の活性化の推進 32,354千円 総務課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

 

（２） 市民活動の支援 

➢協働により行う地域活動の活性化を図るため、市民が気軽に参加できるような体制づくりを

推進します。 

事務事業名 事業内容 
平成28年度
予算額 

担当課名 

市民参加推進事務 
平成２８年度 

・市民が積極的に市政に参加し意向を反映さ
せる環境の整備 
・情報を共有し互いに補完しあう協働のまち
づくりの推進 

134千円 総務課 

平成２９年度 同上 

総合戦略 施策 4-4 
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平成３０年度 同上 

市民表彰事務 

平成２８年度 
・さまざまな分野で功労のあった市民及び団
体の表彰（日高市表彰・感謝状贈呈） 

585千円 政策秘書課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

ボランティア活動等
支援事業 
 

平成２８年度 
・ＮＰＯ及びボランティア団体等の社会貢献活
動の支援 

1,011千円 総務課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

コミュニティ施設整
備補助事業 

平成２８年度 ・自治会館及び公会堂など維持管理の支援 

2,059千円 総務課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

 

（３） 広報活動・情報発信・情報公開の推進 

➢広報、ホームページやSNSなどを活用し、市からのお知らせ事項や市民が必要とする情報を分

かりやすく発信します。 

➢市民の理解と信頼を深めるため、個人情報の保護に留意しながら、公正で透明かつ積極的な

情報公開に努めます。 

事務事業名 事業内容 
平成28年度
予算額 

担当課名 

議会報発行事務 

平成２８年度 ・概ね年５回の議会だよりの発行 

2,066千円 議会事務局 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

議会会議録調製等
事務 

平成２８年度 
・会議録の調製及び印刷製本 
・会議録検索システム及び本会議ネット中継
システムの運用管理及びデータ作成 4,645千円 議会事務局 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

法規審査事務 

平成２８年度 

・法規審査会等の開催 
・各課からの法令解釈相談対応 
・例規検索システム保守業務 
・埼玉県都市法制連絡協議会への参加 4,358千円 市政情報課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

文書管理事務 

平成２８年度 
・文書管理システムの保守業務 
・保存文書の廃棄業務及び保管業務委託 

1,193千円 市政情報課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

文書発送・送達等管
理事務 

平成２８年度 
・コピー機及び印刷機等の維持管理 
・市発送物の郵送業務、事務参考図書の購
入 27,769千円 総務課 

平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

情報公開・個人情報
保護事務 

平成２８年度 

・日高市情報公開・個人情報保護審査会の
開催及び埼玉県内市町村情報公開研究会
議に参加 
・情報公開制度及び個人情報保護制度の運
営 
・行政情報コーナーへの行政資料の据え置き 

131千円 市政情報課 

平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

行政手続条例事務 

平成２８年度 
・処分、行政指導及び届出の手続に関する共
通事項の策定 

1,782千円 市政情報課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

総合戦略 施策 4-3 
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広報ひだか発行事
務 

平成２８年度 ・広報ひだかの発行 

7,885千円 市政情報課 平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

広報事務 

平成２８年度 
・市内外への情報発信及び各メディアへの情
報提供 

0円 市政情報課 
平成２９年度 同上 

平成３０年度 同上 

 

（４） 広聴活動の充実 

➢「市長と話そう！ふれあいトーク」の開催をはじめとする広聴活動の一層の充実を図ります。 

➢市民提案箱やホームページなどによって市への意見を広く受け付け、寄せられた意見などを

市政に反映できるよう努めます。 

事務事業名 事業内容 
平成28年度
予算額 

担当課名 

広聴事務 

平成２８年度 
・市民提案箱による市長への提案受理 
・「市長と話そう！ふれあいトーク」の実施 

0円 市政情報課 
平成２９年度 同上 
平成３０年度 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


