部の経営方針 取組実績報告書の見方

① 使命・・・組織としてどのような役割を果たすことが求められているかを示しています。
② 目標項目・・・平成 28 年度当初に設定した各部の重要課題を解決するために、「何を行うのか」という目標項目です。
③ 達成方法・・・②目標項目を「どのように行うのか」という具体的な方法や手段です。
④ 目標達成基準・・・②目標項目を「どの程度まで行うのか」という具体的な達成基準です。数値化が難しいものは行動レベルを文言で示しています。
⑤ 目標達成状況及び実施内容・・・③達成方法、④目標達成基準に対し、平成 28 年度に取り組んだ内容を示しています。
⑥ 評価・・・③達成方法や④目標達成基準に対して取り組んだ⑤目標達成状況及び実施内容を以下の表に沿って区分しています。
１ 目標達成基準が数値目標の場合
評価
目標達成実績
計画以上
105％超
計画どおり
95％～105％
計画未満
95％未満
評価不能
外部要因等により、当初の計画を実施できなかった場合
２ 目標達成基準を数値化していない目標の場合
評価
目標達成実績
計画以上
達成方法や目標達成基準を期限よりも 10％以上早く期待を上回る内容で目標が
達成でき、かつ職務上の実質的な効果（業績）があったことが確認できた場合
計画どおり
達成方法や達成基準を期限内で期待どおりの内容で目標が達成でき、かつ、職務
上の実質的な効果（業績）があったことが確認できた場合
計画未満
達成方法や達成基準を期限内であっても期待を下回る内容であった場合、又は期
限よりも 10％以上遅れた場合
評価不能
外部要因等により、達成方法や達成基準など当初の計画が実施できなかった場合

⑦ 計画以上、計画未満、評価不能の理由・・・⑥評価が「計画どおり」以外であった場合は、その理由を示しています。
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市長公室の経営方針
■ 使 命
○市幹部の適正なトップマネジメントを支援します。
○組織横断的な重要施策や懸案事項について、全庁的な調整を図ります。
○儀式の開催、顕彰・表彰による市政への参加啓発、文化スポーツなどの奨励、親善都市・ゆかりのまちとの交流及び市民交流の推進を図ります。
○積極的な情報発信により、市民との情報の共有を進め、公平性・公正性・透明性の高い市政運営を実現します。
○市民の声を捉える機会を拡充することにより、市民ニーズを的確に把握し市政に反映させます。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
市制施行 100 周年
記念式の実施

組織横断的課題の調
整
市長・副市長の適正
なトップマネジメン
ト支援
緊急事態における迅
速・的確な発表

達成方法
①計画の決定
②進行管理の確認と徹底
③表彰候補者の選定
④関係機関との調整
①調整を要する課題の整理
②資料・情報の収集
③関係する部署との調整
①スケジュール管理及び実施についての情報共
有の徹底
②必要となる情報の収集及び資料作成
①広報広聴マニュアルや管理職研修等による周
知
②発表方法等の担当課協議
③報道発表や市 HP への掲載
必要に応じて MICS（チャンネルおかざき）
やＦＭおかざき等を活用しての情報提供の実施

市民対話集会の実施 ①実施方法の検討
②実施運営方法の決定
③関係各課との調整
主要施策や最新情報 ①広報広聴マニュアルの作成と職員への周知
の的確な発信
②政策広報等のスケジュールの把握
③発表時期・方法について担当課と協議
④報道発表
⑤市政だよりの掲載とＨＰへのアップ

目標達成基準
目標達成状況及び実施内容
市制施行 100 周年記 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
念式の円滑な実施
を満たすことができた。

評価
計画どおり

調整課題が整理され
各部との調整完了

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

計画どおり

市長・副市長のマネジ
メント支援による市
政の各施策の実現
・緊急事態においても
遅滞なく正しい情報
を提供
・記者会見を開催する
場合は、事態発生から
2 時間以内を目安に
報道機関へ開催の案
内を連絡
各種団体を対象に８
回開催

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

計画どおり

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

計画どおり

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

計画どおり

報道発表した情報が
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
新聞やテレビ・ラジオ を満たすことができた。
等で取り上げられ、報
道される

計画どおり
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計画以上、計画未満、評価不能の理由

市長公室（防災担当）の経営方針
■ 使 命
○南海トラフ地震の甚大な被害想定を踏まえ、新たな地震災害対策を計画的に実施するため、地震災害アクションプランを策定します。
○災害対策本部職員の教育・研修を実施し、防災意識を高めるとともに、各所属における緊急時のリスクマネジメントの徹底を推し進めます。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
達成方法
地震対策アクション ①委託業者の決定
プランの策定
②市民アンケート実施
③庁内検討会議による庁内調整
④現状評価、課題抽出、減災目標設定
⑤行動計画
愛知県・岡崎市総合 ①愛知県担当事務局と調整し、訓練計画を策定
防災訓練の実施
②総合会議及び検討会議を開催
③新想定をもとに実践的かつ総合的な訓練手法
を実施

モデル地区における ①地区の策定意向や地域性に配慮しモデル地区
地区防災計画の策定 ４地区を選定
②選定されたモデル地区における WS 開催支援
③選定したモデル地区で地区防災計画策定マニ
ュアルを使用した WS の開催支援

目標達成基準
・市民アンケート、庁
内検討会、有識者会議
の開催による現状把
握と進捗管理
・アクション項目の抽
出
・訓練計画策定の完了
・訓練参加団体との連
携
・実践的な訓練メニュ
ー、手法等による訓練
の実施
・モデル地区４地区以
上で地区防災計画の
素案策定
・策定後住民により継
続的に計画の見直し
が行われる体制構築

目標達成状況及び実施内容
達成方法どおりに計画を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

評価
計画どおり

達成方法どおりに計画を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

計画どおり

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

計画どおり
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計画以上、計画未満、評価不能の理由

企画財政部の経営方針
■ 使 命
○総合計画に示された基本政策の達成に向けた計画体系下の重点プロジェクトの設定、施策の設定を行い、まちづくり基本政策の実現化を促進します。
○まち・ひと・しごと創生総合戦略の先行型事業の評価を行い、関連交付金にかかる地域再生計画を策定します。
○各事業の担当部局が計画性を持って十分な検討の下、各種行政サービスの円滑な実施による市民の満足度のさらなる向上を図るとともに、規律ある財政運営を確保します。また、総合計画で位置づけた政策・
施策を実現するために、予算編成方針に基づき事業の選択と財源の有効活用を図ります。
○行政経営の仕組みを効率的で透明性の高いものとすることにより、市政に対する市民の理解を深めます。
○公共施設等の最適な配置を実現することにより、持続可能な公共施設サービスの提供を行います。
○情報システムを利活用し、住民サービスの向上、事務の効率化を進めます。また、法制度改正や技術進歩への対応を行い、セキュリティ（機密性・完全性・可用性）の維持、向上を目指し、情報技術の恩恵が
より多くの部署で享受できるよう情報施策の展開を図ります。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
達成方法
まち・ひと・しごと ①総合戦略に掲げる施策の評価
創生総合戦略の推進 ②総合戦略の見直し
③地方創生推進交付金を申請するための地域再
生計画の策定
当初予算・補正予算 ①当初予算編成方針の作成
の編成
②当初予算編成説明会の開催
③予算査定
④予算議案、予算説明書の調製
⑤当初予算発表資料の作成
公共施設等総合管理 ①公共施設等総合管理計画（案）の議会（総務
計画の策定・公表、 企画委員会）、各課への説明
エリアマネジメント ②パブリックコメントの実施
の検討
③計画の策定・公表
④計画に基づくエリアマネジメントの検討
・市民センター・地域交流センター・支所の
機能整理
・エリアバランス分析
・エリア別配置方針提案
自治体情報システム ①業務仕様の作成
強靱性の向上
②業者の選定
③インターネット環境分離の構築
④ファイル暗号化システムの構築
⑤運用の検討
⑥セキュリティクラウドの対応
⑦本稼働

目標達成基準
目標達成状況及び実施内容
・地域再生計画の実施 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
・地方創生推進交付金 を満たすことができた。
の申請

評価
計画どおり

・当初予算・補正予算 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
の議案、説明書の作成 を満たすことができた。
・当初予算発表資料の
作成

計画どおり

・公共施設等総合管理 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。
計画の策定・公表
・エリア別配置方針提
案

・業務系ネットワーク 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
とインターネットの
を満たすことができた。
分離の実施
・ファイル暗号化シス
テムの稼働
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計画どおり

計画以上、計画未満、評価不能の理由

企画財政部（100 周年記念事業推進担当）の経営方針
■ 使 命
○市民・市・企業・団体等すべての関係者が主役となって協働しながら、100 周年事業を展開します。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
達成方法
目標達成基準
目標達成状況及び実施内容
市制１００周年記念 ①推進本部、推進会議の開催
予定した市制 100 周 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
事業の推進・実施
②新世紀岡崎委員会の開催
年記念事業を実施
を満たすことができた。
③各１００周年記念事業の実施
シティプロモーショ ①シティプロモーション戦略アクションプラン ・岡崎の魅力情報を市 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
ン活動の推進
の実施
内外に発信
を満たすことができた。
②おかざき応援寄附金制度を展開
・岡崎を応援する気持
ちに応えるおかざき
応援寄附金制度を実
施し多くの人に活用
してもらう
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評価
計画どおり

計画どおり

計画以上、計画未満、評価不能の理由

総務部の経営方針
■ 使 命
○明解な文書管理、情報公開制度など行政運営の仕組みを効率的で透明性の高いものにすることにより説明責任を果たし、法令遵守はもとより例規を整備し、市政に対する市民の理解をより深めます。
○選挙制度の適正な執行に努め、市民がより投票しやすい環境の向上を図ります。
○質の高い行政サービスを効果的に提供するために必要な人材の確保及び人材育成に努め、適材適所の配置により、職員及び組織を効率的かつ効果的に機能させます。
○職員の給与をはじめとする勤務条件等の適正な運用に努め、職員が安心して市民サービスの向上に寄与できる働きがいのある職場環境を作ります。
○公共調達の適正な執行を推進し、時勢にあった実効性のある入札及び契約制度を導入することで、地域における雇用の拡大、労働環境の向上を図り、ひいては地域の活性化に努めます。
○庁舎は多くの市民及び職員等が利用する施設であり、日常の利用環境に加え、災害にも強い安全安心な施設整備を図り、使いやすい施設環境の整備を図ります。
○市有財産の取得・管理・運用・処分が効率的・効果的に実施されるよう市有財産の見える化を進めながら、積極的な活用に努めます。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
参議院議員通常選
挙及び市長選挙・市
議会議員一般選挙
の適正な執行
職員の年齢構成に
合わせた組織体制、
職制の再構築

達成方法
①スケジュール、役割分担計画の作成
②課内各班員による効率的な分担及び部内他課
との調整
③計画に沿った執行
①他市の状況調査を実施
②職制再構築案を作成
③庁内検討を経て、11 月の経営会議で新職制
を確定
④３月末までに関係規則等を改正
女性の活躍推進及
①他自治体及び民間企業等の研修制度の調査・
び人材を職場で育
分析
てる職場風土の醸
②基本コンセプトの決定
成に資する職員研
③基本コンセプトを踏まえた職員研修計画の策
修計画の策定
定
④平成 29 年度職員研修計画に反映
契約の公表の拡大
①公表基準の調査及び検討
②公表を前提とするための内部周知
③公表に関する要領等の改正
土地・建物の貸付及 ①貸付及び借受事務マニュアルの作成
び借受事務の整備
②賃貸借料算定事務の検討
③資格審査基準の整備

目標達成基準
計画の策定及びその
計画に沿った執行

目標達成状況及び実施内容
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

評価
計画どおり

新たな職制を確定し、 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
関係規程等を改正
を満たすことができた。

計画どおり

基本コンセプトを踏
まえた職員研修計画
を策定

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

計画どおり

公表に関する要領等
の改正

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

計画どおり

土地・建物の貸付及び 達成方法どおりに事務を進めたが、施行につ
借受事務のマニュア
いては平成 29 年度に行うこととした。
ル等の作成
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計画未満

計画以上、計画未満、評価不能の理由

当初の想定よりも、調整が必要な業務、調査・検討、
規則等の改正も必要で、すぐには結論を出せない業
務があり、実施については平成 29 年度に行うこと
としたため。

税務部の経営方針
■ 使 命
○適正かつ公平で効率的な賦課と徴収及び納税環境の整備に努めるとともに、市民へ信頼できる説明責任を果たします。
○適正かつ公平な賦課、徴収のための専門的知識を持った職員を育成し、適正な賦課と徴収事務を行います。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
個人の未申告者に
対する対応策の実
施

達成方法
①当年度の状況把握
②効率的・効果的な手法を再検討
③実施後、検証及び改善点の把握

未申告法人の調査

①官報・新聞・マスコミ等情報の収集
②県税事務所・税務署調査
③実地状況調査

ご当地ナンバープ
レートの周知と交
付

①市 HP や各種メディアを活用し周知
②納税通知書送付時にチラシを同封
③希望ナンバーを期間限定で募集
④おかざき 100 年祭での交付イベントの実施

本格稼働した税総
合システムの安定
した運用方法の構
築
平成 30 年度評価替
えの準備として路
線価の検証

①新システムにおける運用・管理方法を確立
②入力に関するマニュアル作成
③エラーチェック項目の確立
④個人番号等の対応
①路線価要因データの整備（幅員等のデータ確
認・調査）
②路線カテゴリーの分析・検討・調査
③路線の矢切の分析・検討
①他都市の状況調査
②該当する部署の債権管理の状況調査
③債権を有する部署に債権管理の研修の実施
④債権管理の処理の適正化の指導

債権管理部署の設
置準備

目標達成基準
前年度に目途を付け
た効率的、効果的な未
申告者への対応策を
実施
・実地調査等を行い、
未申告法人の状況を
把握
・調査対象法人の抽出
基準の設定
作成したご当地ナン
バープレート 4,000
枚の早期交付

目標達成状況及び実施内容
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

評価
計画どおり

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

計画どおり

新システムに対する
マニュアルの完成

達成方法の他、周知看板、ポスター、チラシ 計画未満
を制作し大々的な周知を図るとともに、標識
交付の際の積極的な PR や金融機関への協力
依頼及び商工会議所を通じた市内各企業への
協力依頼を行った。また、バイク販売会社に
記事を掲載してもらう等各種メディアを活用
し周知を図った。結果 2,300 枚の交付見込と
なった。
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。

全路線価の仮設定終
了

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

債権管理部署設立の
ための問題点の洗い
出し

他都市の状況及び債権を有する部署の債権管 計画以上
理状況の調査を実施した。債権管理の研修を
２回実施した。債権管理の適正化の指導を随
時行った。部署設立のための問題点を整理し、
設立の要求をした。
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計画以上、計画未満、評価不能の理由

県内他市とは異なり 2 種類のデザインを採用し当
初の 2,000 枚から 4,000 枚の発行となったため、
目標には達しなかったものの、通常の年間新規登録
枚数が約 1,700 枚程度であること、交付開始が７
月であることを考慮すると、数量のみならずシティ
プロモーションにおいても、一定の成果は達成した
と考える。

計画どおり

目標を達成し、平成 29 年度に債権管理係が新設さ
れた。

新規発生する滞納
者への早期対応

①督促状（年９回）
・納付書付催告書（年 12 回）
の発送と、納税緩和措置（猶予）の周知を図る
②滞納額や所得状況により滞納者を分析し、状
況に即した文書催告（年４回）を発送
③現年度滞納者の所得状況等を早期に把握し、
財産（給与・預金等）を調査
④財産調査に基づき、速やかに滞納整理を行う
⑤市外転出者の調査を早期に行い、滞納の長期
化を防ぐ
前年度滞納者・過年 ①前年度滞納者への催告（市内年４回・市外年
度滞納者（3 年以
３回）発送
上）・高額滞納者へ ②滞納者の状況を把握し、財産調査（給与・預
の対応強化
金等）
③財産調査に基づき、速やかに滞納整理を行う

各四半期末時点ごと
の収納率で前年同月
比を上回る

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。

各四半期末時点ごと
の収納率で前年同月
比を上回る

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。
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市民生活部の経営方針
■ 使 命
○住民基本台帳法等関係法令に対応し、住民情報の適切な管理を行うとともに、迅速かつ的確な方法での情報提供を行うことにより、市民サービスの向上を図ります。
○交通安全施設の設置や交通安全啓発活動等を実施し、交通事故の減少を図るとともに、防犯灯のＬＥＤ化、地域防犯カメラ設置事業費補助の実施、並びに自主防犯活動団体等への支援を行い、犯罪が発生しに
くい環境づくりを推進し、安全・安心な社会の実現を図ります。
○スポーツ施設の有効活用や計画的な整備・充実に取り組み、レクリエーションスポーツ大会等への市民参加を促進するとともに競技力の向上を図ります。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
達成方法
目標達成基準
目標達成状況及び実施内容
（仮称）龍北総合運 ①施設の機能、規模、配置の検討
整備基本計画（基本計 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
動場整備基本計画
②基本計画図原案の作成及び概算工事費の算定 画図、パース図）の完 を満たすことができた。
策定
③（仮称）龍北総合運動場整備検討会を年 3 回 成・公表
検討会３回開催（7 月、9 月、11 月）
開催し意見調整を図る
パブリックコメント実施（1 月 20 日～2
④基本計画（基本計画図、パース図）を作成
月 20 日）
公表：平成 29 年 3 月
地域防犯カメラ設
①補助要綱の制定、マニュアルの作成
補助金の交付及び業
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
置事業費補助金事
②制度の周知
務体制の確立
を満たすことができた。
業の実施
③申請相談・警察等との調整・交付決定
④来年度予算額検討
⑤完了検査･交付
⑥次年度に向けた検証

評価
計画どおり

計画どおり

円滑な証明書コン
ビニ交付サービス
の開始

①システム要件の確認・調整
・印鑑登録条例などの 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
②地方公共団体情報システム機構へコンビニ交 改正完了
を満たすことができた。
付利用申請
・障害、問合せ時の職
③システムの検証・テスト実施
員体制の確立
④他市の導入状況調査・研究
・サービス内容の広
⑤障害・問合せ時の職員体制整備
報・周知
⑥条例改正案の庁内調整
・システムの正常稼働
⑦印鑑登録条例・手数料条例の改正案上程
⑧コンビニ店舗と広告掲示について調整
⑨制度の周知（市政だより・ホームページ・チ
ラシ）

個人番号（マイナン
バー）カードをやむ
を得ない理由で申
請・受取が困難な方
へのサービスの実
施

①高齢者、障がい者等の福祉施設・関係団体と
一括申請受付（職員派遣）を協議
②実施団体の特定、リスト作成
③一括申請受付（職員派遣）の実施要領の作成
④一括申請受付（職員派遣）の広報・周知（市
政だより、ホームページ)

一括申請受付により
20 人以上に個人番号
（マイナンバー）カー
ドを交付

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。
やむを得ない事情により交付窓口来庁が困難
な方 21 名にマイナンバーカードを交付。
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計画以上、計画未満、評価不能の理由

岡崎市スポーツ施
設配置整備方針の
策定

高齢者交通死亡事
故の対策強化

①スポーツ施設配置整備方針素案を検討委員会
で協議・検討
②方針素案の庁内調整
③パブリックコメントの実施

岡崎市スポーツ施設
配置整備方針の完
成・公表

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。
検討委員会２回開催（4 月、７月）
パブリックコメント実施（9 月 5 日～10
月 5 日）
公表：平成 28 年 12 月
①警察や地域等と連携した交通安全教室の開催 ・高齢者を対象に、交 達成方法どおりに教室を開催し、目標達成基 計画どおり
②体験型交通安全教室（自動車・自転車シミュ 通安全教室（体験型を 準を満たすことができた。
レータを利用した）の開催
含む）を 33 回：
交通安全教室（36 回・1,864 人）
③出前講座での活用（自動車・自転車シミュレ 1,700 人以上実施
うち自動車シミュレータを利用した教室
ータを利用した）
（前年度実績：32
（15 回・948 人）
回：１,637 人）
・自動車シミュレータ
を利用した教室を 13
回以上実施（前年度実
績:12 回）
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市民生活部（地域支援担当）の経営方針
■ 使 命
○地域コミュニティに対する委託業務等の負担軽減等を図るとともに、地域が自主的に進めるべきコミュニティ活動が活性化するよう支援します。
○支所・本庁（市民協働推進課）が地域の意見を集約し、総合的な視点で地域への情報提供、情報収集及び現状把握を行い、地域活動の直接的支援並びに支援に繋がるよう庁内各部署と地域との調整を図ります。
○多言語情報の提供や日本語学習の支援等により外国人市民の生活を支援し、自立を促進します。また、国際交流の機会提供により市民の国際理解の増進を図ります。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
中央地域の１２学
区の地域課題を収
集し、解決に向けた
支援を検討

更新時期を迎える
学区市民ホーム土
地賃借料の契約更
新
地域協働推進事業
費補助金制度の見
直し

多文化共生推進基
本指針第２期実施
計画の推進

外国人観光客及び
外国人市民に対す
る利便性の向上
地域防災拠点とし
ての体制強化

達成方法
①管内１２学区総代会長等から地域の課題・提
案等を収集
②町内会活動の印刷支援及び地域活動に寄与で
きると思われる情報の市役所各課からの収集
③各学区組織の課題等の整理
④「地域まちづくり活動お役立ち情報」
（市役所
各課の地域支援メニューをまとめたもの）等を
作成
①土地賃借料を積算し、交渉案決定
②地主との交渉作業

①地域との事業内容の協議
②補助金交付申請の受付
③事業の実施
④実績報告書の提出
⑤学区総代会長に当補助制度についてのニーズ
調査を実施し、当補助制度について検証

目標達成基準
目標達成状況及び実施内容
１２学区総代会長と
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
地域課題について情
を満たすことができた。
報交換を行い、
「地域
まちづくり活動お役
立ち情報」の作成及び
全総代へ配布

評価
計画どおり

①契約更新完了
②変更契約額の予算
反映

計画どおり

中央地域において実
施した地域協働推進
事業費補助事業につ
いて、学区総代会長へ
補助制度のニーズ調
査を実施し、地域協働
推進事業費補助金制
度について検証、必要
があれば見直し
・各事業進捗状況の把
①国際化推進委員会の開催（年２回以上）
握
②庁内検討会議（ガルーン利用）の開催
・実施計画事業の進捗
③関係課からの聞き取り
状況の把握
・第２期実施計画の評
価方法の検討
①外国人観光客及び外国人市民の多言語表示に 在住外国人グループ、
対する要望把握、岡崎市からの情報発信のため 都市計画課・観光課と
在住外国人グループとの協議
の協議それぞれ１回、
②上記①のため都市計画課・観光課との協議
２回以上
①支所における地域支援隊を組織
②防災危機管理課との連携
③通信機器、備蓄品の充実
④地域学区への情報収集及び提供
⑤防災マップの作成

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。

災害時における支所
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
のＢＣＰ及び防災危
を満たすことができた。
機管理課による指導
に基づき、地域防災活
動拠点としての役割
強化
11

計画以上、計画未満、評価不能の理由

（仮）額田センター ①議会への議案提出、説明
の工事請負契約の
②関係各課・機関との連絡調整
締結と建築工事の
③スケジュールの確認
着手

契約完了、建築工事着 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
手
を満たすことができた。
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文化芸術部の経営方針
■ 使 命
○文化芸術行事及び活動の情報を市民に有効に提供します。
○市民活動団体や民間事業者と協働し、市民の文化芸術活動や市民活動を支援します。
○市民や民間事業者と協働し、女性の活躍を支援し、男女共同参画を推進します。
○質の高い芸術文化の鑑賞機会及び市民の芸術文化活動の場の提供を図ります。
○文化資産である内田修ジャズコレクションを積極的に活用するとともに、市民活動団体とも連携して国内外に「ジャズの街岡崎」の発信を図ります。
○文化芸術を視点とする市制 100 周年記念事業を実施します。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
あいちトリエンナー
レ 2016 岡崎会場
の開催

ジャズ事業の体制整
備・事業推進

市内中小事業所にお
ける女性活躍推進に
対する取組み支援
（仮称）額田センタ
ー図書室供用開始に
伴う移転準備及び関
係条例規則の整備

美術博物館の入場者
数増加
地域文化広場におい
てホーププロジェク
ト事業に位置づけら
れている企画展を開
催

達成方法
①岡崎会場実行委員会の開催
②県・関係機関との連絡調整
③会場準備
④地元団体等との連絡調整
⑤PR 事業の実施
①実行委員会の要綱の見直し
②関係各課とジャズ事業実施の考え方を整理
③自主事業の方向性を検討
④ジャズ事業の運営体制の検討
①商工会議所始め関係機関との調整
②事業計画の作成
③アドバイザー派遣希望事業所の募集
④アドバイザー派遣事業所等の決定
①移転準備
・管理運営等に関する検討
・関係部署との協議
・作業スケジュール等の検討
・平成 29 年度予算への反映
②条例規則改正
・図書室位置付けの検討
・開館時間延長の検討
・改正時期の検討
①100 周年企画展の効果的実施
②展覧会に応じた広報戦略
③広報メディア・新聞社との連携
①関係部署との協議・調整
②出展作家等との協議・調整
③幼稚園・保育園との連絡・調整
④ふくやま美術館との連絡・調整

目標達成基準
前回開催時を上回る
来場者を確保

目標達成状況及び実施内容
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

評価
計画どおり

平成 29 年度事業計画 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
（案）の策定
を満たすことができた。

計画どおり

アドバイザー派遣事
業の実施

計画どおり

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

計画以上、計画未満、評価不能の理由

・移転に向けた作業ス 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
ケジュール、予算の作 を満たすことができた。
成
・条例、規則改正の検
討完了

入場者数 40,000 人
（平成 26 年度実績
38,212 人）
ホーププロジェクト
に相応しい内容の展
覧会を開催・運営

100 周年の企画展の内容はふさわしいもの
であったが、入場者数が予想よりも伸びず、
36,000 人程度にとどまった。
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。
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計画未満

計画どおり

「鎖国展」については企画内容を一般に伝えること
が難しく、
「福山展」とともに広報が行き届かなっ
た。今後は内容周知の手法の検討が必要。

美術館施設整備工事
を実施

①エレベーター設置工事
工事施行の完了
②高圧受電・空調・給排水・消防等設備改修工
事
③東館内部改修工事
④防犯カメラ設置工事
⑤直流電源バッテリー取替工事

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。
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計画どおり

福祉部の経営方針
■ 使 命
○思いやりや支え合いの心を育て、安全で安心して、心豊かに暮らせるまちづくりを目指します。
○障がい児・者の自立した生活支援、高齢者に対する介護予防活動事業の充実を図り、安心して生活できる社会基盤の整備に努めます。
○国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険に係る保険料の適正賦課と収納率の向上に努めるとともに、医療・介護制度の見直しに適正な対応を図ります。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
小地域福祉活動サ
ミットの開催
第３次地域福祉計
画策定

民生委員児童委員
の一斉改選

障害者差別解消法
に係る市職員向け
ガイドラインの作
成
こども発達センタ
ー開設準備

地域包括ケアシス
テムの推進
（在宅医療介護連
携）
新総合事業の実施
準備

達成方法
①社会福祉協議会との連携
②実行委員会の開催
③企画運営委員会の開催
①プロポーザルの実施
②地域福祉計画推進委員会の開催
③住民座談会の開催
④福祉事業者等へのヒアリング
⑤社会福祉協議会との連携
①定数及び推薦要領の決定（社会福祉審議会・
民生委員推薦会）
②各地区民生委員児童委員協議会及び岡崎市総
代会連絡協議会等への協力要請
③民生委員定数条例の改正
④委員候補者の推薦決定（民生委員推薦会・社
会福祉審議会）
⑤委嘱状伝達式の開催（12 月 1 日）
⑥新任委員研修の開催
①他市の状況調査
②素案を作成
③作業部会で検討
④ガイドライン（案）の作成
①施設関係者との調整
②PFI 事業者との調整
③関係機関での研修
④業務実施要領・手順書の作成
⑤規則の制定
①電子＠連絡帳の導入・運用
②システム参加団体の調整
③医療介護総合確保基金の申請
④いえやすネットワーク会議の開催
⑤医療・福祉マップのデータ整備
①他市の状況確認
②人員等交付要綱策定
③市民、関係団体への周知
④介護保険特別会計予算の組み替え

目標達成基準
目標達成状況及び実施内容
分科会（６箇所）の実 分科会（８箇所）の実施
施
パブリックコメント
の実施（H29.2 月）

評価
計画以上

計画以上、計画未満、評価不能の理由
社会福祉協議会との連携により分科会テーマをよ
り幅広く設定できたため。

達成方法どおり事務を進め、目標達成基準を 計画どおり
満たすことができた。
パブリックコメントの実施（Ｈ29.１月）

欠員を生じることな
達成方法どおりに事務を行い、目標達成基準 計画どおり
く平成 28 年 12 月ま を満たすことができた。
でに一斉改選を完了
定員充足率 98.9％

障害者差別解消法に
係る市職員向けガイ
ドラインの作成

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。

平成 28 年 12 月末ま
でに各センター（相
談、医療、支援）の連
携体制を確立し、手順
書、規則等の案を作成
電子＠連絡帳登録者
数 250 人

平成 28 年 12 月末までに各センター（相談、 計画どおり
医療、支援）の連携体制を確立し、手順書、
規則等の案を作成した。

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を上回ることができた。
電子＠連絡帳登録者数 590 人

・要綱策定（平成 28 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
年 12 月）
を満たすことができた。
・申請受付（平成 29
年 2 月）
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計画以上

計画どおり

システム参加団体が各団体内で周知を図ったこと
と、関係者が参加する研修等で電子＠連絡帳の活用
について啓発を行ったため。

メタボリックシン
ドロームに着目し
た特定健康診査の
実施と特定保健指
導の適正な実施

後期高齢者医療保
険料に係る適正な
納入通知

①特定健康診査・特定保健指導の計画的な実施、 ・平成 26 年度受診率
医師会との調整
(45.1％)以上の確保
②受診拡大に向けた健診の周知と未受診者対
・平成 26 年度終了率
策、保健指導未利用者対策
（25.4％）以上の確
③事業遂行状況の確認と見直し
保
④保健指導の評価
⑤システム・レセプトの活用
①広域連合、社会保険庁との連携
新システムでのチェ
②新福祉総合システムによる充分なチェックテ ックを６月中に終了
スト
③保険料のわかりやすい説明書作成

特定健診は、達成方法どおり事務を進め、３ 計画未満
月末時点の見込みは健診実施率 44.8％で目
標達成基準を満たす見込みである。
特定保健指導も達成方法どおり事務を進めた
が、３月末時点の見込みは終了率 22.9％で目
標達成基準は計画を下回る見込みである。
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。
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計画どおり

特定保健指導は、実施率向上に努めているが、対象
者は毎年同じ方が多く、連続で利用される方が少な
いため、徐々に利用率が鈍ってきていることが一因
と考える。

保健部の経営方針
■ 使 命
○市民の健康と安心を支えるため、市民、医療機関、行政の三者の理解・協力により、地域医療提供体制の整備・充実を図ります。
○市南部地域に誘致している民間の大学病院の建設支援をすることで、地域の病床不足の改善、医療圏の救急医療体制の充実を図ります。
○PFI 手法による新火葬場整備運営事業を着実に推進するとともに、墓地需要の動向を踏まえた岡崎墓園の適正な管理運営を行います。
○感染症、食中毒等公衆衛生上の危害の発生防止に努めるとともに、発生時の迅速な対応を強化し、市民の健康の保護を図ります。
○「健やかで心豊かなまち おかざき」の実現に向けて、生涯を通じて健康に過ごせるよう、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図ります。
○動物行政を総合的に推進し、人と動物が共生する快適な生活の確保を図ります。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
救急医療体制の確
保

岡崎墓園管理事業
の業務委託の検討
蚊媒介感染症対策
の推進

達成方法

目標達成基準

目標達成状況及び実施内容

評価

①１次・２次救急運営費補助金交付
・予算の範囲内で適正 運営費補助金は適正に交付した。救急に関す 計画以上
②救急医療に関する各種利用データの収集・分 に交付
る調査も適正に実施し、新病院支援方針で活
析
・市内調査、市外調査 用した。救急協議会は本会 1 回、部会 1 回の
③救急医療に関する地域医療関係者との意見交 の実施
開催に協力した。基金は 3 月補正を含めて 35
換
・岡崎幸田救急医療対 億円に達し、計画を上回った。新病院への支
④新たな２次救急病院の建設支援
策協議会等の開催
援策は、支援方針の公表、さらに補助金交付
・基金積立、財政支援 条例の制定など計画どおり達成した。全体と
検討等
して、新病院の建設支援を大きく前進させる
ことができた。
①他市事例の研究
岡崎墓園管理事業の
検討を行い、担当課として方針作成を行った。 計画どおり
②課題の抽出
業務委託に向けた方
引き続き庁内での合意が得られるよう検討を
③委託方法、委託範囲の検討
針（案）の作成
行う。

①蚊生息調査の拡充
②庁内関係部署と対策会議を開催
③国の予防指針に基づく「行動計画」の検討
④市民への普及啓発の実施
予防接種法の改正
①新たに実施するロタ、B 型肝炎予防接種業務
に対し、予防接種業 について医師会と協議するとともに実施要領作
務を円滑に実施
成
②市政だより、ホームページ、ポスター等によ
る市民への啓発
市制 100 周年記念 ①市民の興味を引く企画
事業「食育メッセ
②業務分担表の作成と説明を実施して応援体制
2016」の成功
の指示を徹底
③市民への開催周知
④「成功」の基準の設定
⑤「成功」の基準の検証

行動計画の策定

①、④については計画どおり、また③につい
ては年度末までに「行動計画」を策定した。
②については、研修の開催と情報提供により
代替実施とした。
新たに実施するロタ、 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
B 型肝炎予防接種に
を満たすことができた。
ついて実施体制を整
備
10 月に実施する市民
実態調査において、食
育に関する関心等の
指標において、メッセ
参加者が有意に高い
こと

大学病院の建設支援を行う上で最も困難かつ重要
なことは、市民・議会・医師会・周辺病院・県・幸
田町など、様々な利害関係者から理解や賛同を得る
ことと、事業者である学校法人と本市との良好な関
係を維持・向上させながら事業を進めていく点にあ
る。この点、12 月の市条例制定、1 月の病床整備
計画承認、2 月の記者会見など、様々な局面におい
て、新病院への理解・協力、関係者間の円滑な連携
などを市民にアピールすることができた。

計画どおり

計画どおり

市民実態調査において、食育メッセ 2016 に 計画以上
参加したという人は、食育に関する関心等の
指標の 82%の項目で不参加者と比較して有
意に高く、参加したことによる波及効果が認
められた。
（成功の基準 70%）
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計画以上、計画未満、評価不能の理由

多くの関係者（運営参画者数 1,082 人、出展協力
団体・企業数 113、出展ブース数 105）が工夫を
凝らし、市民と創る実践型の食育イベントとなった
ことにより、来場者数は 46,000 人にのぼり、市
民の興味を引く企画で実施でき、その成果をアウト
カム指標（市民実態調査）により検証できたため。

子育て世代包括支
援センター（利用者
支援事業（母子保健
型））の体制整備

動物行政の施策の
推進

①コーディネーターによる妊娠届出時の面接指 ・妊産婦の支援台帳、 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
導およびアセスメントによりポピュレーション ハイリスクケースの
を満たすことができた。
アプローチとハイリスクアプローチを実施する 支援プランを作成
ための体制整備
・支援内容を評価、確
②地区担当保健師支援プランを引き継ぎ、関係 認、見直しを行い、妊
機関を交えて支援方針の協議を行い支援連携を 産婦等を継続的に支
深める
援
③母子保健連絡協議会をはじめとする関係会議 ・７月の母子保健連絡
等でのネットワーク作りや地域の特色を活かし 協議会での報告、協議
た資源の活用
の実施
①動物行政推進協議会及び各部会を開催し意見 岡崎市動物行政推進
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
をまとめる
計画の修正版を作成
を満たすことができた。
②動物行政調整会議を開催し意見をまとめる
③各会議の意見に基づき、岡崎市動物行政推進
計画の修正
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こども部の経営方針
■ 使 命
○子ども・子育て新制度に対応した子育て・子育ちの関連施策を総合的に展開するため、「岡崎市子ども・子育て支援事業計画 おかざきっ子 育ちプラン」により、子ども政策に関してこども部及び関係各課
で子育て家庭の目線に立って一体的に取り組みます。
○多様な子育て支援、子どもの安全の確保、保育サービスの提供、児童健全育成など、地域社会全体で子育てをする仕組みづくりを、ソフト及びハードの両面から推進します。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目

達成方法

放課後子ども総合
プラン運営委員会
を開催し、放課後の
あり方を協議

目標達成基準

①放課後子ども総合プラン運営委員会を開催
（3 回程度）
②本市の特性を分析
③課題の洗い出し
④方向性を提案
子育て支援情報発
①NPO 法人きずなメールプロジェクトと契約
信業務（子育て応援 締結し、事業実施に向けた協議・調整
すくすくメール）の ②庁内関係各課と打合せを行い、配信原稿の内
開始及び周知
容を検討
③チラシ・ポスターを作成
④医療機関等にチラシ・ポスターの掲示協力を
依頼
いじめの重大事態
①再調査の仕組みの検討
発生時における再
②教育委員会との協力による条例案の作成
調査の仕組みの構
③委員推薦機関の選定及び委嘱に係る協議
築
④教育委員会との連携によるいじめ問題の情報
共有
⑤委員に対するいじめに関する定期的な情報提
供の実施
ひとり親家庭に対
①他市等の動向確認
する子どもの学習
②ひとり親家庭を対象にアンケート調査を実施
支援事業等の実施
③アンケート結果により対応を検討
を検討
・関係各課との連携
・予算要求等の検討
・広報での周知等

総合的な放課後のあ
り方を協議し、本市の
放課後対策の方針を
決定

岡崎地域に新設保
育園開設

①庁内関係各課との最終調整
②園舎設計業者決定
③３歳からの受入れ園の調整
④入園募集の方法と時期の検討
⑤地元学区、住民等への事業説明と調整
⑥人員配置の検討・整備
⑦工事費の補正予算化、契約締結
⑧条例制定

・７月業務開始
・平成 28 年度末の
登録 1,000 件

目標達成状況及び実施内容

評価

放課後子ども総合プラン運営委員会を３回開
計画どおり
催した。特に本市の放課後対策の要であるこど
もの家の利用方法をテーマとして取り上げ、現
状の問題認識から方向性の提案まで実施でき
た。
登録件数 1,168 件（平成 29 年２月末時点） 計画以上
であった。

いじめ問題再調査委
員会の設置及び運営
内容の確立

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準を 計画どおり
満たすことができた。

ひとり親家庭に対す
る子どもの学習支援
事業等の実施方法の
構築

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準を 計画どおり
満たすことができた。

新設乳児園の入園募
集方法の決定

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準を 計画どおり
満たすことができた。
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計画以上、計画未満、評価不能の理由

母子健康手帳交付時や赤ちゃん訪問時にリーフレ
ットを配付するほか、医師会を通じた医療機関への
周知依頼やまちバスの車内広告など、多様な方法で
啓発を行ったため。

市立幼稚園の認定
こども園化

①認定こども園移行案のとりまとめ
②教育委員会、子ども・子育て会議等での意見
聴取
③教育保育課程・園経営案等の作成
④関係条例・規則の制定・改廃
⑤入園希望者への説明会の実施
⑥入園手続きの実施
⑦保育室空調設備、照明設備等の整備

幼保連携型認定こど
も園の運営開始

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準を 計画どおり
満たすことができた。
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環境部の経営方針
■ 使 命
○良好な環境の保全及び創造に関する環境基本計画に基づき、総合的かつ計画的に環境施策及び環境活動を推進します。
○施策の実施にあたっては市民・事業者・市の三者が互いに連携し、協働して環境にやさしい循環型社会を形成します。
○ごみの減量、リサイクルの促進、二酸化炭素の発生抑制、健全な水循環の確保、自然の保護、環境教育の推進、廃棄物の処理の適正化など、環境に関する様々な課題に対し明確で適切な目標を立て、啓発活動
を進めます。
○自然資源との調和と活用に最大限の配慮をした、市民が安らぎとゆとりを実感でき、環境と共生し得る住み良いまちづくりを実現します。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
水循環推進協議会
「緑のダム部会」に
おける水源涵養施
策の検討

達成方法
①実施に向けた年間計画の作成
②関係部局との連絡調整
③ワークショップの開催
④答申案の作成
⑤水循環推進協議会における答申案の了承
⑥市長への答申
湿地保全管理計画
①計画について環境審議会への諮問・答申
の決定、管理体制の ②管理体制について湿地保護の会と協議
検討及び湿地サミ
③湿地サミットの環境部を挙げての実施
ットの開催

浄化槽転換設置整
備事業補助金の制
度改正

ごみ及び資源物収
集業務及び収集体
制の検討

し尿・浄化槽汚泥処
理水の下水道接続
計画の作成
廃タイヤの受入れ
有料化案
大気測定局適正配
置計画の推進

①補助金改正案の検討
②財政課との協議
③補助金交付要綱の作成
④市政だよりによる周知
⑤対象地区へ回覧による周知
①直営及び委託に係る問題点の洗い出し
②直営及び委託業者との合同勉強会の開催
③委託業務及び区域の調整

①接続に関する法令、施設条件の踏査
②関係部局との調整
③接続までのスケジュール検討
①現状確認（搬入者数、本数）
②有料化根拠作成
③ごみ対策課との協議
①建築課へ東部地域建設設計依頼
②東部地域建設費次年度予算計上
③建設候補地(北部地域）選定のための関係会議
等出席及び所管課との折衝

目標達成基準
水量に関する施策の
答申

目標達成状況及び実施内容
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

評価
計画どおり

・湿地保全管理計画に
ついて承認を得る、管
理体制を固める
・湿地サミットを滞り
なく実施し、湿地サミ
ット岡崎宣言を行う
浄化槽転換設置整備
事業補助金交付要綱
の作成

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

計画どおり

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

計画どおり

可燃ごみ収集運搬業
務に係る民間委託区
域の拡大及び、資源物
収集運搬業務の再検
討に伴う翌年度にお
ける収集体制の確立
下水道接続計画を作
成

達成方法どおりに調整等を進め、目標達成基
準を満たすことができた。

計画どおり

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

計画どおり

有料化案の作成完了

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。

大気測定局適正配置
計画改訂版に基づき
推進

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。
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計画どおり

計画以上、計画未満、評価不能の理由

経済振興部の経営方針
■ 使 命
○中小をはじめとする事業者の自主的な取組を支援するとともに、企業誘致策の推進に努めます。
○産・学・民・官が連携して役割分担をし、経済の振興を図ることができる体制を整備します。
○観光資源の充実や市内外へ魅力をアピールし、おもてなしの施策を展開します。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
達成方法
目標達成基準
目標達成状況及び実施内容
中心市街地におけ
リノベーションまちづくりとして、リノベーシ ・リノベーションスク 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
る空き店舗・空き土 ョンスクール事業の実施
ール 参加者数 30 名 を満たすことができた。
地の解消
・空き店舗入居者数
スクール参加者数 41 名
３店舗
赤い糸プロジェク
①庁内ワークショップによる協議
・コラボコンテストや 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
トの推進
②コラボコンテスト参加者事業者によるコンテ レシピコンテストな
を満たすことができた。
スト実施
どの実施及び 101 年 記念メニューの提供数は１月中に目標を達成
③マリアージュ旬のメニュー開発
目以降のプロモーシ
し、大幅に上回ることができた。
④レシピコンテスト実施
ョン方針を決定
記念メニュー提供数 6,543 食
・八丁味噌×赤ワイン
マリアージュイベン
ト 記念メニュー提
供数 5,000 食
観光基本計画アク
①岡崎市観光基本計画推進委員会委員の委嘱
新たな観光基本計画
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
ションプランの改
②岡崎市観光基本計画推進委員会の開催
アクションプランの
を満たすことができた。
定
③パブリックコメントの実施
策定
④観光基本計画アクションプラン（案）の作成
市民・事業者の観光 ①委託業者選定
講習会３回以上実施
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
客対応力の醸成
②説明資料、ツールの作成
を満たすことができた。
③参加者の募集
ワークショップ 3 回実施
④講習会等の開催
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評価
計画以上

計画以上

計画どおり

計画どおり

計画以上、計画未満、評価不能の理由
スクール参加者数の増は、学生等のボランティアス
タッフとしての参加者が、予定以上に参加していた
だけたため。若い世代への関心の高さを感じること
ができた。
予算の範囲内で案内マップを増刷し、各店舗の協力
やイベント等での配布を図ると同時に、インターネ
ット上での情報発信を充実させ、テレビ局や雑誌等
へのＰＲを重点的に行ったことにより認知度が上
がったため。

経済振興部（農林担当）の経営方針
■ 使 命
○農業後継者・担い手の確保育成を図るとともに、新規就農者への支援を行います。
○各種農業施策をわかりやすく推進し農家の経営意欲の向上を図ります。
○ふれあいイベントの開催や産直施設・道の駅の充実により、農業への理解と交流を図ります。
○計画的な森林整備により優良木材を生産するとともに、水源かん養等森林の持つ公益的機能の維持・向上を図ります。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
青年就農給付金に
よる新規就農者へ
の支援

農業ふれあい体験
事業の推進

森林整備対策の推
進及び林道の整備

達成方法
目標達成基準
目標達成状況及び実施内容
評価
①県、ＪＡ等と情報交換会を開催し、新規就農 ・新規就農者に関わる 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
候補者を選定
人・農地プランの見直 を満たすことができた。
②新規就農候補者にヒアリング又は説明会を開 し
催
・受給者へのフォロー
③人・農地プラン検討会を開催
アップ 2 回実施
④青年就農給付金の申請手続き
⑤給付金受給者へのフォローアップ
①情報収集
平成 29 年度農業ふれ 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
②栽培教室講師との綿密な打合せ、関係団体と あい体験事業計画作
を満たすことができた。
の緊密な調整
成
③農業への関心、理解が高まる企画立案
①水源林間伐等事業（矢作川水源基金、間伐対 ・人工林の間伐事業の 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
策事業等）による４～１２齢級の間伐の実施
推進 間伐面積 100 を満たすことができた。
②あいち森と緑づくり事業による間伐のとりま ｈａ
なお、間伐のとりまとめと調査測量は、当初、
とめと調査測量
・間伐のとりまとめと 愛知県からの受託面積を 150ha と見込み実
③林道の開設（仏松・古部夏山）
調査測量 150ｈａ
施する計画をしたが、県からの受託面積が
④既設林道の維持管理
・計画的な林道整備
110ha となったため面積は減少した。本来の
林道開設 ２路線
目的である県からの全受託面積の、間伐のと
りまとめと調査測量を達成できた。
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計画以上、計画未満、評価不能の理由

都市整備部の経営方針
■ 使 命
○安全で快適な住環境、交通体系を形成するため、計画的な土地利用や都市基盤施設の適正な配置誘導を図り、健全な市街地整備を推進します。
○歴史文化資産を活かしたまちづくりや良好な景観の保全・整備をすすめ、魅力ある市街地環境の維持・向上を図ります。
○交通ネットワークの連携強化を図り、市民が利用しやすい交通環境を確保します。
○公園・緑地の整備や維持管理など、緑化の推進を図り、緑豊かな潤いのある生活環境を形成します。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
立地適正化計画の
検討

スマートＩＣの導
入検討
ＪＲ岡崎駅周辺ま
ちづくりの推進

岡崎公園における
便益施設の質の向
上

達成方法
目標達成基準
①立地適正化計画懇談会の開催
立地適正化計画の策
②地域公共交通網形成計画との連携
定
③都市計画手続き（資料作成・説明会等）
④都市計画審議会への諮問
①接続道路・スマートＩＣ形状及び課題の検討 スマート IC の概略設
②関係機関との協議・調整
計案の作成
③庁内調整会議及び勉強会の開催
①大学病院の建設推進
・地区計画の決定
②生活支援ゾーンの景観整備の推進
・生活支援ゾーン外周
③駅周辺公共事業の計画調整
道路の整備方針策定
④シビック交流拠点誘導施設の建設推進
・公共事業の進捗管理
⑤駅西広場の再整備
の実施
・誘導施設用地の引渡
し完了
・駅西広場整備の基本
構想策定
①現況調査（建ぺい率など）
岡崎城跡整備基本計
②
〃 （売上など）
画改訂での便益施設
③
〃 （アンケート調査など）
の基本方針策定
④岡崎城跡整備基本計画改訂との検討、整理
⑤岡崎公園全体会議（事業者との会議）の開催

目標達成状況及び実施内容
評価
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

計画どおり

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。
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計画どおり

計画以上、計画未満、評価不能の理由

都市整備部（拠点整備担当）の経営方針
■ 使 命
○東岡崎駅の機能性と乙川河川緑地のレクリエーション性を向上させ、市民や来訪者にとって魅力ある快適な都市空間を創出します。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
達成方法
ペデストリアンデッ ①ペデストリアンデッキ及び駅前広場等の詳細
キの整備促進
設計実施
②家康公像を含む施設配置計画決定
③広場の利活用案策定
④施設の維持管理及び運営方法の協議、調整
⑤工事発注
北東街区有効活用事 ①公有地活用事業者及び事業提案の公募、審査
業の促進
②優先交渉権者の決定
③事業実施協定書の作成
④事業実施内容の協議・調整
⑤事業実施計画書の作成
⑥事業用定期借地権設定契約書の作成
市民提案によるかわ ①かわまちづくり活用実行委員会と連携する民
まちづくりの推進
間事業者及び事業提案の公募、審査
②民間主体によるかわまちづくりの情報発信
③かわまちづくり協議会と活用実行委員会の使
用契約締結
④協議会が河川管理者から占用等許可取得
⑤民間事業者が連携した「おとがワンダーラン
ド」の実施
⑥活用実行委員会で「おとがワンダーランド」
の課題等を検証
（仮称）岡崎セント ①市民説明会の実施
ラルアベニューの整 ②関係機関との意見調整
備方針の策定
③専門家を入れたデザイン会議により、市民・
関係機関等の意見を踏まえた利活用案及び整備
計画案の策定

目標達成基準
・広場の利活用案及び
施設の維持管理、運営
方法案の策定
・工事施行者の決定

目標達成状況及び実施内容
評価
北東街区有効活用事業の優先交渉権者決定が 評価不能
２月になり、優先交渉権者との接続部分に関
する設計協議が実施できなかったため、来年
度に引き続き事務を進めることとした。なお、
供用開始時期は平成 31 年度当初のまま変更
はない。
・事業実施協定の締結 ２月 24 日に優先交渉権者を決定し、来年度 評価不能
・事業実施計画の策定 に協議を進めることとした。なお、供用開始
・事業用定期借地権設 時期は平成 31 年度当初のまま変更はない。
定契約の締結

民間主体のかわまち
づくり事業「おとがワ
ンダーランド」の実施
及び検証

県管理河川では初となる民間主体のかわまち
づくり事業「おとがワンダーランド」を７～
９月にかけて、乙川河川敷（殿橋周辺）にお
いて実施した。
また、乙川河川敷を安全に利用するための水
位によるガイドラインの策定や、営業活動等
の効果的な場所や連携などの検証を行った。

計画どおり

篭田公園を含む（仮
称）岡崎セントラルア
ベニューの利活用を
踏まえた整備計画案
の策定

市民説明会、利活用を踏まえたワークショッ
プ、関係機関等協議、まちづくりの専門家と
のデザイン会議を経て、岡崎セントラルアベ
ニューの整備計画案を策定した。

計画どおり
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計画以上、計画未満、評価不能の理由
北東街区有効活用事業の優先交渉権者決定が２月
になったため。

８月２日に開催した主要鉄道駅周辺拠点整備事業
者選定審査委員会の結果を受け、８月５日に優先交
渉権者の決定を見送り、再募集による優先交渉権者
の決定が２月 24 日になったため。

土木建設部の経営方針
■ 使 命
○道路事業では、道路・橋りょうの積極的かつ計画的な整備を進めます。また、自然災害を意識し、効率的・効果的な維持管理を行い、常に安全かつ円滑な通行が確保されるよう努めます。
○河川事業では、平成 20 年８月末豪雨を教訓に、市街地の浸水常襲地区を対象とした、床上浸水被害を発生させないための総合的な雨水対策を進めます。また、同時に、国県市の関係機関と連携し、未改修河川
などの早期整備に努め、水害に強いまちづくりを推進します。
○土地改良事業では、積極的な農業基盤施設の整備に努め良好な営農環境を確保します。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
建設コンサルタン
ト等業務の成績評
定について調査、研
究
都市計画道路整備
に伴う用地買収の
進捗

既存歩道のバリア
フリー化

達成方法
①成績評定に関する課題の整理
②評定実施済みの他都市へのヒアリング
③関係部署への聞き取りの実施

目標達成基準
調査設計業務成績要
領（素案）を作成

①取得用地の境界確定
②物件移転工程の作成
③個別交渉の実施
④用地及び移転補償契約

・
（都）若松線 用地取 ・（都）若松線 用地取得率 70％を達成
計画以上
得率 60％を達成
・（都）岡崎環状線用地取得率 92％を達成
・（都）岡崎環状線
用地取得率 92％を
達成
５路線の工事完了
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。

①現状の把握
②バリアフリー化方法の検討
③補助申請手続きの実施
④整備工事の設計・発注
都市計画道路井内
①工事の発注
新村線整備業務
②近隣住民への工事説明
（和田線から駅南
③借地等事業の協力
区画整理）
④関係機関（公安・区画整理事業者・河川管理者
等）との協議
⑤橋梁添架者と負担と施工に関する協議
総合雨水対策事業
①総合雨水対策計画の公表
の推進
②アクションプラン策定に向けた施策体系の整
理
③アクションプラン策定に向けた戦略的に実施
する地区及び施策の検討
④民間での雨水貯留浸透事業等の実施に向けた
指針の作成
⑤事業の推進に向けた周知・啓発方法及び体制の
検討
矢作中部地区（東本 ①計画（案）の協議・調整（県・地元役員）
郷町はじめ７町）の ②説明会の開催
ほ場整備事業を促
③土地改良法に基づく関係機関との協議・調整
進
（土地改良区）
④公告縦覧

目標達成状況及び実施内容
評価
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。

・左岸下部工事の完了 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
・右岸下部工事の発注 を満たすことができた。
・桁製作の発注
・添架負担協定の締結

計画どおり

・アクションプランに 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
基づき実施する民間
を満たすことができた。
での雨水貯留浸透事
業等の指針の作成
・推進体制の構築

・事業計画（案）の策 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
定
を満たすことができた。
・事業化へ向け計画概
要書の公告縦覧完了
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計画どおり

計画以上、計画未満、評価不能の理由

（都）若松線については、地権者及び地元のご理解、
ご協力があり、また地権者からの相続や代替地等の
相談・要望に対し適切な対応を行った結果、当初計
画を 10％上回る結果となった。

建築部の経営方針
■ 使 命
○適正な基準と手続きにより、厳正な審査・検査を行い、安全で快適な建築や開発行為を推進します。
○周辺環境との調和に配慮し、安全で安心でき、使いやすくわかりやすい機能的な施設づくりを進めます。
○市有建築物の安全性の確保、機能や性能の維持保全及び長寿命化を図るために定期点検と構造体耐久性調査を実施し、この結果に基づく短期保全計画及び次年度の公共建築物整備事業を策定します。
○快適で安心して生活できるよう、質の高い住宅を提供するため、指定管理による住宅管理の充実及び建替事業や住宅の改善に取り組みます。また、高齢者向け、子育て世帯向けの住宅施策の推進を図ります。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
達成方法
①関連各課との協議
開発許可基準等に
かかる要綱、規則等 ②パブリックコメントの実施
③開発審査会との調整、報告
の条例
④議会対応
⑤広報による周知
建築基準法改正に
①対象建築物について県内特定行政庁と意見調
よる定期報告制度
整
の適正な対応
②現地調査等
③新規対象の建物所有者へ案内通知
市民会館改修事業
①事業課との協働
の円滑な遂行
②工程の管理
額田支所改築事業
①事業課との協働
の円滑な遂行
②工程の管理
エネルギー削減の
取組み支援

目標達成基準
条例の制定

目標達成状況及び実施内容
評価
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。

定期報告対象建築物
台帳の作成

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

計画どおり

事業の完了

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。
全体出来高 17.5％の 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
達成、基礎工事の完了 を満たすことができた。
全体出来高 17.6％。
30 施設以上の支援実 達成方法どおりに事務を進め、32 施設の支援 計画どおり
施
を実施することができた。

①調査表による事前調査
②対象施設との調整
③現地確認及び聞取り調査
④原因究明と改善(案)作成
⑤改善(案)の提案
市有建築物の長寿
①耐久性調査業務委託書類の作成
耐久性調査業務の完
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
命化対策
②対象施設との調整
了と結果報告
を満たすことができた。
③耐久性調査業務発注
④耐久性調査結果の取りまとめ
空家等対策の計画
①計画策定業務の委託
空家等の対策計画案
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
的な推進
②関係各課との連携
の作成
を満たすことができた。
③空家等対策協議会の設置、運用及び協議会か
らの意見聴取
④空家等対策調整会議の運用
・建物所有者へ向け計 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
木造住宅の耐震化
①過去に診断した方へＤＭの送付
画的に周知啓発活動
を促進（耐震診断・ ②未診断者へＤＭの送付
を満たすことができた。
の実施
耐震改修）
③建築団体の協力を得て、無料耐震相談会の開
・耐震診断および耐震
催
改修の整備に対する
④市のホームページや市政だよりで周知啓発
補助の実施
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計画以上、計画未満、評価不能の理由

市民病院事務局の経営方針
■ 使 命
○がん診療拠点病院として、放射線治療装置を活用し、がん治療の推進を図ります。
○急性期病院としての役割を推進するため、他の医療機関との地域連携の強化を図ります。
○内視鏡センターなど外来機能の診療体制の強化により、必要な医療を提供します。
○医療の安全性及び質の向上を図るため、医療情報システムの最適化を推進します。
○認知症疾患医療センターの運営など、地域の医療・保健・福祉と連携した効率的な医療を推進します。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
達成方法
こども発達センタ
①院内及び関係部署との協議
ー（医療センター） ②予算の調整
開設業務
③医療機器等の購入
④電子カルテ等システムの整備
⑤関係許認可の取得
エントランスホー
①院内関係部署との協議
ル天井耐震化工事
②工事施工管理者の指導
③患者及び医療従事者への周知及び配慮
④発注計画の管理

目標達成基準
供用開始時に全ての
調整が完了

目標達成状況及び実施内容
評価
平成 29 年度予算編成、医療器具等の購入、 計画どおり
電子カルテ等システムの整備、許可申請のい
ずれも計画どおり完了した。

２ヶ年工事（平成
28・29 年度）の内
当該年度工事の完了

既存棟改修に伴う
院内ネットワーク
等の整備と受付カ
ウンター等のネッ
トワークの増設
認知症疾患医療セ
ンターの運営

診療に必要な新たな
ネットワークシステ
ムの運用

運用面として、院内各部署や工事関係者との 計画どおり
連携を図り、工事を遂行することができた。
また、技術面として施工管理者と協力して、
工事を進めることができ、28 年度分工事（第
３工区：正面玄関部分）については目標を達
成した。
既存棟改修に伴うものや外来受付等のネッ 計画どおり
トワーク環境の増設整備・設定調整を行い、
問題なく運用することができた。

①ネットワーク設計
②機器等配備方針の策定
③ネットワーク工事・調整
④既存システムとネットワークシステムとの設
定調整
①関係機関との協議
②認知症疾患医療連携協議会の開催
③事例検討等の研修会開催
④相談統計等の作成

・連携協議会の開催
年間２回
・研修会の開催
年間３回

岡崎市幸田町認知症疾患医療連携協議会を
平成 28 年 6 月と 12 月に、また認知症ケ
アネットワークを平成 28 年 5 月、9 月、
平成 29 年 1 月にそれぞれ予定通り開催で
きた。
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計画どおり

計画以上、計画未満、評価不能の理由

消防本部の経営方針
■ 使 命
○職員の資質向上と通信指令システム、消防車両等の整備を図るとともに、部隊の効果的な運用を行います。
○消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律に基づき、消防団員の処遇、装備、教育訓練の改善を図り、消防団の充実強化を推進します。
○防災講習会の拡充を図るとともに、防火査察を強化し、適正な防火管理を指導します。
○救急隊員教育、高度救命処置用資器材の整備により救急業務を高度化し、医療機関との円滑な連携体制の構築に努め、救命率向上を目指します。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
達成方法
岡崎市・幸田町通信 ①両市町による協議
指令業務共同運用
②承認された規約に基づく協定書の作成準備

共同通信指令シス
テム整備事業の推
進
消防団員報酬及び
費用弁償の支給方
法の見直し
違反対象物公表制
度の実施に向けた
重大な消防法令違
反の存する特定防
火対象物に対する
違反是正の推進

①両市町による整備内容の調整
②システム設計の策定
③整備費用の予算計上
①問題点の洗い出し
②先進他市の現状を把握
③支払事務の流れを検討
①重大な消防法令違反の存する特定防火対象物
への勧告書又は警告書等の交付並びに改善報告
書提出の徹底
②改善報告に対するフォローアップ

雑居ビル等複合防
火対象物への立入
検査を実施し、火災
の危険性の周知及
び統括防火管理者
等の責務・業務・役
割等の徹底を図る
岡崎市緊急消防援
助隊等受援計画の
見直し

①テナント入替の激しい雑居ビルの立入検査を
実施
②統括防火管理体制の徹底
③統括防火管理者等の責務・業務・役割等の周
知徹底

愛知県緊急消防援助隊等受援計画が年度当初に
改正されたため、岡崎市緊急消防援助隊等受援
計画の見直しを実施

救急業務の高度
①チームトレーニングを計画し毎月１回以上実
化・救急隊員のスキ 施
ルアップ
②年６回の症例検討会を実施

目標達成基準
通信指令室の内部組
織の共同設置に向け
職員の身分の取扱い
等を盛り込んだ協定
書締結の準備
共同運用に向けたシ
ステムの設計がなさ
れ整備の準備完了
支払事務を円滑に進
めるための準備完了

目標達成状況及び実施内容
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

評価
計画どおり

年度当初に把握して
いる重大な消防法令
違反の存する特定防
火対象物に対する改
善状況のフォローア
ップ及び違反処理の
実施
実施対象となってい
る全ての雑居ビル等
複合防火対象物に対
し立入検査を実施

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

計画どおり

岡崎市緊急消防援助
隊等受援計画の改正

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

計画どおり

処置拡大に対応でき
る救急救命士の増加
に伴い、それを補助す
るための救急隊員の
養成の完了

チームトレーニングを平成 29 年 2 月末まで 計画どおり
26 回延べ 32 時間実施し、症例検討会は 5
月・6 月・8 月・9 月・10 月・12 月・2 月
と計 7 回実施し、目標達成基準を満たすこと
ができた。

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。
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計画以上、計画未満、評価不能の理由

上下水道局の経営方針
■ 使 命
○水道ビジョンで定めた目標実現に向けて、諸施策を実施します。
○水道事業及び下水道事業経営委員会を運営し、両事業の透明性の高い企業経営を維持します。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
達成方法
財政収支計画の見直 ①施設整備及び老朽施設の改築更新等の事業費
し（水道事業及び下 及び財源の精査
水道事業）
②企業債残高の抑制
③中核市及び県内各市の水道料金・下水道使用
料の調査

目標達成状況及び実施内容
評価
平成 28 年４月下旬の厚生労働省事務連絡に 計画どおり
より、従来の策定方法から個別施設計画を見
据えた計画作成に切り替え、見直しを行った。

簡易水道事業の公営
企業会計化

業務委託を行い、計画どおりに事務を進め、
台帳作成に着手した。

計画どおり

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。
現年度分の収納率（平成 29 年３月末）水道
料金 91.0％、下水道使用料料金 91.0％

計画どおり

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たす見込みである。
水洗化率 95.0％
（調査件数 4,394 件）

計画どおり

水道料金・下水道使
用料の収納率の向上

公共下水道未接続戸
数の減少

目標達成基準
水道事業及び下水道
事業の収支の均衡を
図り、持続可能な事業
運営を確保できるよ
う財政収支計画の見
直し
①基本方針作成
平成 32 年度からの公
②基礎資料収集
営企業会計化に向け
③資産調査・評価
て基本方針を作成し、
④固定資産台帳作成（平成 28 年度～29 年度） 固定資産台帳作成の
ため資産調査評価を
実施
①電話催告、戸別訪問等により滞納者の状況を 現年度分の平成 29 年
把握
３月末の収納率
②納付相談を行い、個別に納付方法について指 水道料金 91.0％以
導
上、下水道使用料
③給水停止、支払督促等の法的手段の実施
91.0％以上
(平成 27 年度実績
水道料金 90.8％、下
水道使用料 90.9％）
下水道未接続家屋を戸別訪問による接続指導
水洗化率 95％
(3,000 件）
（平成 27 年度実績
94.1％）
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計画以上、計画未満、評価不能の理由

上下水道局（技術担当）の経営方針
■ 使 命
○老朽施設の更新と耐震化を推進するとともに、安全かつ適正な管理を行い、上下水道の信頼性の確保に努めます。
○下水道等の整備を促進して汚水処理の普及をはじめ都市の浸水対策、災害対応トイレの設置などにより下水道機能を確保します。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
水道配水区域の内、
本宿地区や額田南部
地区など東部配水区
の見直し
新男川浄水場の安全
で確実な事業の推進

日名水源送水場老朽
施設（ポンプ室、電
気機械設備）の更新
（平成 28 年度～平
成 29 年度継続事
業）
農業集落排水処理施
設の長寿命化のた
め、最適整備構想案
の策定
下水道事業ＰＲや技
術継承のための出前
講座、勉強会の実施

達成方法
①配水区再編に対する局内の課題の洗出しと意
見の集約
②東部配水区再編業務を発注し、事業効果の算
定と計画案の策定
③国、県、地元など関係機関との協議
①アドバイザリー業務受託業者との打合せ
②ＰＦＩ事業者との協議（1 回/週）
③SPC から提出された報告書を基に事業進捗
状況の確認及び調整
④関係部局との協議
⑤要求水準書、提案書の履行確認
①工事内容・方法の検討
②工事の発注
③工事の施工管理

目標達成基準
東部配水区再編に係
る基本設計の完了

目標達成状況及び実施内容
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

評価
計画どおり

事業進捗率 75％

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。
事業進捗率：約 78％
（ＰＦＩ事業者との協議 39 回開催）

計画どおり

工事出来高 23％

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。
工事出来高 25％

計画どおり

①農業集落排水処理施設の最適整備構想策定業 最適整備構想策定業
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
務を発注
務の完了
を満たすことができた。
②業務の進行管理（機能診断２地区・最適整備
構想策定 10 地区）
①出前講座拡充計画の設定
・出前講座２回
出前講座 13 回を始め、市民まつり等のイベ
②勉強会のテーマの設定
・市民まつり等イベン ントでの普及啓発活動の実施や浄水場見学で
③地域への出前講座への参加
トでの普及啓発活動
の講座案を作成した。
④下水道場への参加
実施
⑤局内勉強会（５回）
・浄水場見学でのオプ
⑥課題の整理
ション講座案作成

計画どおり
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計画以上

計画以上、計画未満、評価不能の理由

学習指導要領に合わせた講座メニューにし、積極的
に PR したため、当初の想定よりも学校からの申込
みが多く数字が伸びた。

会計管理者の経営方針
■ 使 命
○公金の安全性の確保と適正な収支の実現を第一義として、より効率的かつ公正な会計事務を行います。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目

達成方法

目標達成基準

適 正 な 会 計 事 務 の ①書類を的確に審査し、且つ遅延や紛失のない 支払遅延防止法違反
推進（課内）
よう書類管理を実施
書類０件
②ネットバンキングによる支払設定と財務会計
システムの支払集計等の照合を複数担当者によ
り確実に実施
③毎週火曜日（審査閉め日）に請求日と書類作
成日をチェックし、支払遅延書類を検索
④問題発生時は速やかに担当課・指定金融機関
等と連絡調整をし最善策を講じる
適 正 な 会 計 事 務 の ①これまでに間違いが多かった点について、重 審査ポイントマニュ
推進（庁内）
点を置き審査
アル（イレギュラーバ
＊審査業務内容に即した契約かどうか
ージョン）の更新
＊債務確定（履行確認・完了検査）書類は適正
であるか
②出納事務ハンドブックの改正（年１回）
③「会計事務説明会（財務会計システム運用を
含む）
」の実施
④審査ポイントマニュアル（イレギュラーバー
ジョン）の更新
安 全 で 効 率 的 な 資 ①例年の資金動向をベースに、支払準備金の余 予算計上額程度の運
金運用
裕金について効率的な運用を実施
用益を得る
②各課に正確な収入支出見込額の提出を喚起
③西三河九市公金管理研究会で共同実施する金
融機関経営状況調査の活用と金融商品の情報収
集
④公金保管・運用基準に則った上で、安全確実
な運用
⑤岡崎市公金管理研究会に「公金保管・運用基
準」の見直しを提案し改正
税 外 に お け る コ ン ①仕様書の作成
ビ ニ 納 付 拡 充 の 検 ②関連各課との調整
討
③予算措置を完了

目標達成状況及び実施内容

評価

計画以上、計画未満、評価不能の理由

達成方法どおりに事務を進め目標達成基準を 計画どおり
満たすことができた。

達成方法どおりに事務を進め目標達成基準を 計画どおり
満たすことができた。

積極的かつ効率的な資金運用をし、目標達成 計画どおり
基準を満たすことができた。

業者選考のための環 達成方法に沿い仕様書を作成し、導入に向け 計画未満
境整備を完了
関連各課と調整したが、各課にて検討した結
果、導入を見合わせる意向が示されたため、
計画を中止した。
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計画自体を中止したため。

消費税 10％導入に ①システム改修に向け財政課・情報政策課・契 消費税 10％に正しく 消費税率が据え置かれたことで、システム環 評価不能
向 け た 財 務 会 計 シ 約課・ベンダーと情報を共有
対応できるシステム 境、会計事務を現状として、10％対応の準備
ステムの改修
②消費税 10％導入前後時の財務会計の運用ル 環境を構築し、各課が に至らなかった。
ールを固め改修の方法、範囲及びスケジュール 適正に消費税に関す
を確認
る会計事務ができる
よう準備を完了
各 課 の 現 金 管 理 体 ①不明金を生じさせない取扱環境の整備と厳重 各課の現金管理体制 達成方法どおりに事務を進め目標達成基準を 計画どおり
制の健全化
な保管を指示
について適正に管理 満たすことができた。
②現金管理マニュアルの不備について指導
されている
③必要に応じて管理の実地検査を実施
④各課から提出される現金出納報告書の内容を
定期的に確認
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消費税率 10％への変更が延期されたため。

議会事務局の経営方針
■ 使 命
○市民から負託を受けた議員がその職責を十分に発揮できるよう支援するとともに、市民に開かれた分かりやすい中核市議会とします。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
政務活動費の執行支
援

議員改選への対応

議会運営事務の効率
化

議員政策立案の充実

達成方法
①政務活動費の交付
②取扱要領等の改正と手引きの作成
③議員への正確な政務活動費に関する情報提
供と執行支援
④政務活動視察の支援

目標達成基準
・政務活動費の交付
・取扱要領等の改正完
了
・手引きの作成完了
・政務活動視察の円滑
な実施
①会派控室の整備
・会派控室の整備完了
②議員章・防災服等必要物品の交付
・必要物品の交付完了
③各種研修会の開催
・各種研修会の開催完
了
①先例・事例の整備
・議会提要の先例・事
②条例・規則・要綱の整備
例を追加、修正、整理
③議会運営のマニュアル化の促進
・条例・規則や議会運
営の標準化に資する
マニュアル等を整備
・議会運営上の課題や
提案に対する解決策
（案）を作成
①政策立案機能を充実させる手法の調査、検討 ・政策立案活動の内
②議員の政策立案活動の支援
容、手法に関して調
③議員研修会の検討
査、検討
・政策立案活動のため
の資料作成や情報提
供
・議員研修会の実施方
法の調査研究

目標達成状況及び実施内容
評価
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。
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計画以上、計画未満、評価不能の理由

教育委員会事務局の経営方針
■ 使 命
○児童・生徒・教員が安全で効果的に教育活動を進められるよう、校舎等の施設・設備充実と耐震化推進等、より良い教育環境を作るための整備推進を図ります。
○児童・生徒の食育推進に向けた事業を実施するとともに、安全でおいしい給食を安心して食べられるよう、施設・設備・体制整備を推進します。
○歴史文化資産を活かした街づくりを進める中で、文化財等の保存・活用を推進します。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
小中学校の学校現
場におけるＩＣＴ
環境整備の推進

達成方法
①仕様書の検討・作成
②情報政策課との協議・調整
③本年度更新分の契約締結
④ICT 支援員の配置
⑤来年度以降の調達計画の検討
新西部・南部学校給 ①基本構想策定にて洗い出された課題の確認
食センター基本計
②必要に応じて関係各課との調整
画策定のための準
③課題に対する調査や先進事例の整理
備
④課題に対する方針決定
矢作北小学校校舎
整備

①事業校との調整
②地域地元との調整及び説明会
③開発関連手続
④工事発注着工
⑤安全な施工管理
⑥建築設計等業務
⑦市道廃道部分事務手続
岡崎小学校校舎整
①増築工事の実施
備
②事業校との調整
③国庫負担金基準との整合
④工事完成引渡し
岡崎城跡の資産価
①有識者による検討委員会での協議・諮問
値を高めるため、基 ②文化財保護審議会との協議・諮問
本計画を改訂
③県等、上位機関との協議・調整
④関係部署との協議・連携体制の構築
⑤パブリックコメントの実施
「日本遺産」認定を ①検討組織の立ち上げ
目指し、情報発信・ ②ストーリーの選定
普及啓発事業の推
③関連部署との協議・調整
進
④民間事業者等との情報共有・連携
⑤文化庁、県との協議・調整
⑥申請書類の作成

目標達成基準
パソコン等の配備及
び ICT 支援員の配置
で ICT 環境の整備・
支援の推進

目標達成状況及び実施内容
評価
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。

平成 29 年度以降に
予定している基本計
画の策定にとりかか
るための課題整理の
完了
造成の完了及び校舎
増築設計図書の完成

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

計画どおり

工事完成引渡し

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。

計画どおり

平成 27～28 年度に
「史跡岡崎城跡整備
基本計画」
（平成 15
年度）を改訂

達成方法どおり事務を進め、目標達成基準を
満たすことができた。

計画どおり

「日本遺産」認定を目 達成方法どおり事務を進め、目標達成基準を
指し、文化庁への申請 満たすことができた。

計画どおり
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計画以上、計画未満、評価不能の理由

教育委員会事務局（教育監）の経営方針
■ 使 命
○学校教育の充実を図るため、教員の指導力向上、スポーツ・文化活動の促進、教育研究の推進や学校生活に関わる諸問題の解消などを進めるために「指導の重点事項」として「確かな学力」・「豊かな心」・
「健やかな体」を育む教育を推進します。
○学校における保健・安全管理を図り、児童・生徒及び教職員の健康保持に努め、学校教育の円滑な実施を確保します。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
達成方法
目標達成基準
外国語教育（英語 ①.小学校では毎日８分のビデオ視聴、中学校での ・小学校ＤＶＤ視聴年
教育）の推進
グローバルコミュニケーションタイム（オールイ 間 10 分×175 日の
ングリッシュの授業）の実施及び検証
実施。中学校グローバ
②研究委嘱校で小学校英語教育について授業実践 ルイングリッシュタイ
研究
ムの年間 20 時間実施
③中学校国際交流事業の交流先についての調査研 ・新指導要領実施に向
究
けた小学校英語科、英
語活動実践研究の計画
策定
・国際交流計画の策定
特別支援教育の
①教育相談の充実と現場支援の充実
・スクールソーシャル
充実
②関係諸機関との連携強化
ワーカーの活用による
不登校対策の充
③「ハートピア竜美」と「ハートピア上地」の連 問題解決及び事例の積
実
携
み上げ
教育相談の充実
・特別支援教育連携協
議会、いじめ問題対策
連絡協議会等の実施
・毎月１回各学校の不
登校の状況を把握し、
指導助言を行う
・
「ハートピア竜美」と
「ハートピア上地」の
事例連絡会の実施
小学校の授業に
①パイロット校（３小学校）での授業実践
・パイロット校での授
おけるＩＣＴ教
②特別委員会による実践の検証
業実践をもとにしたモ
育の推進
デル授業案の策定
・特別委員会による授
業実践事例の集約

目標達成状況及び実施内容
中学校のグローバルコミュニケーションタイ
ムについては、実施時間がやや少ない学校が
あったが、その他については達成方法どおり
事務を進め、目標達成基準を満たすことがで
きた。

評価
計画どおり

・スクールソーシャルワーカーは、平成 28
計画どおり
年度（2 月現在）で 33 件の事案に対応し、
約 800 回の活動を行った。
・特別支援教育連携協議会を年２回実施。ま
た、いじめ不登校対策連絡協議会を年 2 回
実施し、いじめや不登校等の問題に対する
関係機関の連絡、協議を行った。
・毎月長期欠席状況調査を行い、結果に基づ
く考察を校長会や主任会で周知した。
・毎月 2 回「ハートピア会議」を行い、情報
共有を図った。また、学期に一度「ハート
ピア情報交換会」を開催した。
・各小学校で授業が行われ、実践の記録がま 計画どおり
とめられた。達成方法どおりに事務を進め、
目標達成基準を満たすことができた。
・情報教育委員会で、行われた授業の指導案
及び実践の記録を収集した。達成方法どお
りに事務を進め、目標達成基準を満たすこ
とができた。
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計画以上、計画未満、評価不能の理由

学校からの営繕
申請等の精査及
び迅速処理

小学校 47 校・中学校 20 校・寄宿舎 1 施設
①営繕申請内容の現状把握
②修繕の必要性の検討、外部委託の検討
③作業員、業者への迅速な発注
④予算執行状況把握
⑤営繕申請データによる修繕計画策定

営繕工事の迅速な完了 達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準
を満たすことができた。
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計画どおり

監査委員事務局の経営方針
■ 使 命
○地方自治法を始めとした関係法令等の規定に基づき、独立した執行機関である監査委員が実施する監査等を、公正不偏の態度を保持して適正に補助します。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目

達成方法

例月出納検査

地方自治法を始めとした関係法令等に準拠して
例月出納検査を実施
定例監査・行政監査 地方自治法を始めとした関係法令等に準拠して
定例監査・行政監査を実施
随時監査

地方自治法を始めとした関係法令等に準拠して
随時監査を実施

財政援助団体等監
査
決算審査

地方自治法を始めとした関係法令等に準拠して
財政援助団体等監査を実施
地方自治法を始めとした関係法令等に準拠して
決算審査を実施

基金運用状況審査

地方自治法を始めとした関係法令等に準拠して
基金運用状況審査を実施
地方公共団体の財政の健全化に関する法律を始
めとした関係法令等に準拠して健全化判断比率
等審査を実施

健全化判断比率等
審査

目標達成基準
例月の各会計現金出
納検査の実施
５部局、18 小中学校、
９保育園、１幼稚園の
監査の実施
平成 28 年度監査対
象部局の実施する工
事から抽出した工事
の監査の実施
財政援助団体１団体
の監査の実施
平成 27 年度一般・特
別会計、病院・水道・
下水道事業会計の決
算審査の実施
平成 27 年度基金運
用状況の審査の実施
健全化判断比率等の
審査の実施

目標達成状況及び実施内容

評価

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。

達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。
達成方法どおりに事務を進め、目標達成基準 計画どおり
を満たすことができた。
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計画以上、計画未満、評価不能の理由

農業委員会事務局の経営方針
■ 使 命
○荒廃農地や違反転用を解消し、優良農地を確保・保全します。
○各職員の知識の向上と、課内における判断基準の統一を図ります。
○新たな農業委員会制度への移行しつつ、農業委員活動を活発に行います。

■ 平成 28 年度組織重点目標
目標項目
農地の無断転用防
止・是正

農業委員会関係条
例改正

達成方法
①農地転用について、ホームページや生産組合
長会議において違反転用防止パンフレットの配
布、農業委員会だより等で周知
②違反転用の早期発見のため、農業委員及び事
務局職員による農地パトロールを毎月１回以上
実施
③違反転用が行われた場合、関係機関と共に農
地法の手続き、又は行為の中止・原状回復をす
るよう指導
①委員の適正な定数となるよう関係機関、農業
委員も含め検討し決定
②部会条例の廃止を、関係機関、農業委員を含
め検討
③上記事項を 12 月定例会までに提出

目標達成基準
目標達成状況及び実施内容
評価
農地パトロールを毎
毎月１回の農地パトロールにおける違反転用 計画どおり
月１回以上実施し、違 の発見や農地法許可申請時における是正指導
反転用の早期発見に
をし、目標を達成することができた。
努め、工事の中止、原
状回復、追認等の是正
指導を実施

農業委員会法の改正
達成方法どおりに事務を進め、定数条例の制 計画どおり
に合わせ、関係機関と 定、関係する要綱の作成を行うことができた。
も調整して条例を改
正
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計画以上、計画未満、評価不能の理由

