総務部の使命・役割を教えてください！


総務部は、行政グループ（１０名）と財務
グループ（7 名）の２グループで構成し、
主に「文書及び庁舎の管理」「選挙に関す

「思いやり 支え合い 手と手をつなぐ 大家族たかはま」をめざして

ること」「公共施設の総合調整」「予算の
編成及び執行管理」「契約及び検査」とい
った業務を遂行しています。

平成２７年度 高浜市では
こんなことに力を入れて取り組んできました！

総務部長 新美龍二


自主財源（税収）の確保、生産年齢人口の減少、高齢化の進展、民生費の増加、公
共施設の老朽化問題といった大きな課題が山積する中で、行政サービスを継続して

総務部長の
実行宣言！

安定的に提供するため、「将来を見据えた計画的・効果的な行財政運営」を行って
いくという重要な使命・役割を担っています。

平成２７年度の成果・課題を教えてください！
平成 27 年度は、
「公共施設マネジメント基本条例」の制定、
「公共施設総合管理計画」
の策定、「長期財政計画」の作成を、「三本の矢」として公共施設の老朽化問題に取組
み、今後の推進体制の基礎づくりができました。

【今年度の振り返り＆来年度のアクション（案）】

今後は、これらを基に計画的・効果的な行財政運営を進めていくことが重要です。

平成２８年度に向けて、市民の皆さんへ一言メッセージを！
公共施設の老朽化問題への取組みは、庁舎の「リース方式」にはじまり、
「PFI 方式」



高浜市では、「住んでよかった！」「いつまでも住み続けたい！」と思え

による高浜小学校の整備、PPP（官民連携）によるスポーツ拠点の整備（青少年ホーム

るまちを目指し、行政だけでなく、市民の皆さんとともに、みんなで力

の跡地活用）へと進んでいきます。

を合わせてまちづくりに取り組んでいくことを基本姿勢としています。

民間の活力を取り入れた取組みは、新しいまちづくりにつながるだけでなく、職員
の意識改革や育成にもつながるため、全力をあげて取り組んでいきます。



まちづくりの第一歩は、まちの課題を知ること、情報を共有することか
ら始まります。そこで「今、高浜市ではどんなことが課題になっている
のか」
「そのために、市役所ではこの１年間で、どんなことを重点的に取
り組んでいこうと考えているのか」といった取組項目や推進の決意を「○
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○部長の実行宣言」として部局ごとにとりまとめ、４月に公表しました。
１年間の取組みを振り返り、課題・成果を今後につなげていくため、今
年度の取組状況と来年度のアクション（案）などについて、紹介します。



平成２７年度 総務部では、公共施設の老朽化問題に全力で取り組んできました！ 【今年度の取組成果・課題と来年度のアクション（案）】
民間提案による
「新庁舎」を
整備します！

公共施設の更新・統廃合・
長寿命化を行うための
「公共施設等総合管理計画」を
策定します！

【担当 行政グループ】

【担当 行政グループ】

現庁舎の老朽化及び耐震性能不足に対応す
るため、民間から「新庁舎」の提案を募集し、
平成２７年３月に提案事業者と「基本協定
書」・「事業契約書」を締結しました。
今後は、提案事業者と協議・調整を行い、計
画的に「新庁舎」の建設を進めていく必要があ
ります。

具体的には…【計画と実行状況】
 民間事業者と協議し、庁舎整備の基本プ
10 月
ランとなる「基本設計」と、施工に必要 完了
な「実施設計」を作成します。
１０月までに実施
 新庁舎の建設工事（12 か月間）に着手
順調
します。
11 月から実施
 新庁舎整備のスケジュールや実施状況
などを、市民の皆さんに公表します。
年間を通じて実施 順調

安定した財政運営を行うために
「長期財政計画」
を作成します！

【担当 行政グループ】

【担当 財務グループ】

高浜市が取り組む公共施設の老朽化問題は、
最重要施策であり長期間にわたる取組みとな
ります。
これまで取り組んできた基本理念や基本的
事項を、一貫して次なる世代へ確実に引継ぎ、
継続させていくことが重要です。

公共施設の老朽化問題への取組みとして、平
成 26 年度に市有建築物を主体とした「公共施
設のあり方計画（案）」を策定しました。
次なる取組みとして「インフラ資産」を含め
た公共施設全体の計画を明らかにし、更新・統
廃合・長寿命化を計画的に実施し、財政負担の
軽減・平準化を図る必要があります。

平成 27 年度版アクションプラン

№９「公共施設等適正化事業」

源を確保し、長期的かつ計画的に進めることが
必要です。また、時代の変化に対応した行政サ
ービスを継続的に提供するためには、既存サー
ビスの見直しを行い、安定した財政運営につな

具体的には…【計画と実行状況】

３月
完了

３月
完了

 公共施設マネジメントの考えを次世代
につなぐための「（仮称）公共施設適正 ９月
化条例」を制定します。 ９月までに実施 完了
 公共施設の老朽化問題への取組みにつ
いて、進行管理、評価、提言などを行う
「第三者機関」を設置します。
10 月
９月までに実施 完了
第６次高浜市総合計画

第６次高浜市総合計画

公共施設の老朽化問題への対応は、必要な財

げていくことが大切です。

具体的には…【計画と実行状況】
 道路、橋りょう、公園などのインフラ資
産の維持管理・更新にかかる「インフラ
長寿命化方針」を作成します。
平成２８年２月までに実施
 「公共施設あり方計画（案）」と「イン
フラ長寿命化方針」を合わせた「公共施
設等総合管理計画」を策定します。
平成２８年３月までに実施

次世代につなぐ
「
（仮称）公共施設適正化条例」
を制定します！

具体的には…【計画と実行状況】
 今後の健全な財政運営を維持するため、
既存の行政サービスの「事業費削減計
画」を作成します。

８月までに実施

 20 年間の「長期財政計画」を作成し、 ３月
公表します。 平成２８年２月までに実施 完了

平成 27 年度版アクションプラン

№９「公共施設等適正化事業」
第６次高浜市総合計画

平成 27 年度版アクションプラン

№12「わかりやすい財政情報提供事業」
第６次高浜市総合計画

平成 27 年度版アクションプラン

№10「市役所本庁舎整備事業」

今年度を振り返って【成果・課題】
 建設工事着工後は、来庁者の安全確保に
配慮するとともに、民間事業者と十分な
協議を行い、スケジュールどおり順調に
進んでいます。
 新庁舎への移転に備え、庁内文書量の削
減（2S）など、業務改善に向けた取組み
を全庁的に進めています。

今年度を振り返って【成果・課題】
 公共施設の老朽化問題への取組みについ
て、市民説明会や町内会等への説明を行
い、市民の皆様への情報発信・情報共有に
努めました。
 高浜市の将来を見据えた 40 年間の「公共
施設総合管理計画」と、計画を具体的に進
めるための「公共施設推進プラン」及び「イ
ンフラ施設推進プラン」を作成しました。

今年度を振り返って【成果・課題】
 高浜市議会と協働し、公共施設マネジメ
ントに関する基本的事項を定めた理念条
例「公共施設マネジメント基本条例」を
制定しました。
 今後は、この理念条例を基に、市・議会・
市民が協働して公共施設の老朽化問題に
取り組んでいくことが大切です。
 学識経験者による第三者機関「公共施設
マネジメント推進委員会」を設置し、
「公
共施設総合管理計画」について意見・助
言をいただき、計画を取りまとめました。

今年度を振り返って【成果・課題】
 「公共施設総合管理計画」と連動した
40 年間の「長期財政計画」を作成しま
した。
 今後は、「公共施設推進プラン」、
「イン
フラ施設推進プラン」、
「決算」
・
「当初予
算」を反映させ、将来を見据えた計画
的・効果的な財政運営に努めることが必
要です。

来年度の具体的なアクション（案）
来年度の具体的なアクション（案）
 平成 29 年 1 月 4 日の新庁舎供用開始に
向け、民間事業者と協議を継続的に進め
ます。
１２月までに実施
 新庁舎及びいきいき広場のレイアウト・
グループ配置などを、市民の皆さんに
公表します。
１２月までに実施
 新庁舎への移転に向けて取り組んでい
るペーパーレス化（文書の PDF 化）を
継続して実施していきます。
平成２９年３月までに実施

 「公共施設推進プラン」における高浜小
学校等整備事業、青少年ホームの跡地活
用、図書館・かわら美術館のあり方につ
いて、検討を行います。年間を通じて実施
 公共施設あり方検討特別委員会にて「公
共施設総合管理計画」の推進について協
議・検討を進めます。 年間を通じて実施
 市長をトップとする「公共施設総合管理
計画推進本部会議」を設置し、
「公共施設
推進プラン」及び「インフラ施設推進プ
ラン」の進行管理を行います。
年間を通じて実施

来年度の具体的なアクション（案）
 「公共施設マネジメント推進委員会」を
定期的に開催し、「公共施設総合管理計
画」の進捗確認、助言等をいただき、継
続して公共施設の老朽化問題への対応
を進めます。
年間を通じて実施
 公共施設あり方検討特別委員会におい
て、「公共施設総合管理計画」などの推
進について協議・検討を進めます。
年間を通じて実施


来年度の具体的なアクション（案）
 平成 28 年度版「長期財政計画」を作成
し、公表します。公表にあたっては、こ
れまで進めている「わかりやすい財政情
報」の一環として公表します。
１０月までに実施
公

２月
完了

