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事 務 連 絡 

平成２９年５月１日 

 

各策定作業班長 様 

各策定作業員 様 

 

紀の川市長期総合計画本部長 

副市長  林 信良 

（公印省略）    

 

第２次紀の川市長期総合計画策定に係る現行計画の各基本施策を取り巻く 

環境の整理について（依頼） 

 

第２次紀の川市長期総合計画の策定にあたっては、公務ご多忙のところご協力をいただき、

ありがとうございます。 

３月２３日開催の第３回策定作業班ワークショップにおいて、現行の第１次紀の川市長期

総合計画の各基本施策を取り巻く環境の整理を「ＳＷＯＴ分析」により実施いただきました

が、時間の都合もあり全ての基本施策を完了することができませんでした。 

今後、新たな第２次紀の川市長期総合計画の策定作業を進めるにあたり、現状把握の観点

から全ての基本施策における取り巻く環境の整理を実施することは重要でありますので、ご

多忙のところ申し訳ございませんが下記によりご回答いただきますようお願いします。 

 

記 

 

   回 答 期 限：平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年５５５５月月月月２２２２６６６６日日日日（（（（金金金金）））） 

   回 答 方 法：作業完了後、ファイル名を●●課と変更の上、受取フォルダ（03 企画部

－06 企画調整課－各基本施策を取り巻く環境の整理（SWOT 分析））に格

納してください。 

   作 業 内 容：次ページの「作業要領」をご確認のうえご回答願います。 

   そ の 他：３月２３日開催の第３回策定作業班ワークショップの内容につきまして

は、公開フォルダ（03企画部－06企画調整課－★第 2 次長期総合計画策

定関係－◆策定通信－第 3 号_2017.04）をご覧ください。 

  

【担 当】 

紀の川市長期総合計画本部事務局 

企画部 企画調整課 東（あずま） 

（直通）77-2526 （内線）3504 

 azuma-006@city.kinokawa.lg.jp 



【【【【資料資料資料資料５５５５】】】】    

現行計画の各基本施策を取り巻く環境の整理【作業要領】 

 

作業に当たっては、各策定作業班長（各課長）、各策定作業員（キーパーソン）が中心とな

って、課内の意見を集約のうえ作業を実施してください。 

 

1. 別添のエクセルファイル「基本施策担当課一覧」により、各課で所管する基本施策番号

をご確認ください。（担当する基本施策は昨年度実施しました施策検証作業における「施

策検証シート」の「関連課」と整合させています。） 

2. 上記１でご確認いただいた基本施策について、「作業整理シート」（エクセルファイル）

の該当する基本施策番号のシートに基本施策を推進するうえで担当課（担当者）として

感じている「強み」「弱み」「機会（追い風）」「脅威（阻害要因）」に関する内容と具体的

根拠を入力してください。 

3. ３月２３日の策定作業班ワークショップにおいて、３９施策のうち１６施策は実施済み

ですが、再度課内で意見を集約いただき、内容の充実を図ってください。 

4. 行数が不足する場合は、適宜、追加のうえ入力してください。 

5. 担当する基本施策すべてのシートが入力できましたら、受取フォルダ（03企画部－06 企

画調整課－各基本施策を取り巻く環境の整理（SWOT 分析）にファイル名を●●課と変更

の上、格納してください。 

6. 今回の現行計画の各基本施策を取り巻く環境の整理（ＳＷＯＴ分析によるフレームワー

ク）の結果については、今年度中に実施を予定しています「現行計画の施策評価」と「事

業計画立案」、新たな長期総合計画（基本計画）策定における貴重な分析資料として活用

いたしますので、ご協力をお願いします。 



所管部局 所管課 基本施策番号1 基本施策番号2 基本施策番号3 基本施策番号4 基本施策番号5 基本施策番号6

議会事務局 議事調査課

市長公室 秘書課

市長公室 広報広聴課 5-2-2

企画部 企画調整課 1-1-1 1-1-2 2-2-1 3-1-2 5-1-1 5-1-2

企画部 財政課 5-1-1

企画部 企業立地推進課 3-2-1

企画部 情報推進課 3-1-5 5-2-2

総務部 総務課 5-2-2

総務部 人事課 5-1-1 5-2-1

総務部 管財課 5-1-1

総務部 市民税課

総務部 収税課 5-1-1

危機管理部 危機管理課 1-2-1 1-2-2

危機管理部 消防防災課 1-2-1

市民部 市民課 5-2-3

市民部 国保年金課 2-1-1 2-1-2

市民部 人権啓発推進課 2-2-1

市民部 環境衛生課 2-1-7 3-1-4 4-1-1 4-1-2

市民部 廃棄物対策課 4-1-1

地域振興部 地域振興課 1-1-2 1-1-3 1-2-2 5-2-3

保健福祉部 社会福祉課 2-1-6

保健福祉部 障害福祉課 2-1-3

保健福祉部 子育て支援課 2-1-5 2-2-3

保健福祉部 高齢介護課 2-1-4

保健福祉部 健康推進課 2-1-1 2-1-2 2-1-3 2-1-5 2-2-3

農林商工部 農業林業振興課 3-2-3 4-2-1

農林商工部 農地課 3-1-6 3-2-3

農林商工部 商工観光課 1-1-3 3-2-1 3-2-2 3-2-4 4-2-2

建設部 建設総務課 3-1-3 3-1-6 3-1-7 4-2-2

建設部 住宅管理課 3-1-1

建設部 都市計画課 1-1-3 1-2-1 2-2-7 3-1-1 3-1-7 4-2-2

建設部 下水道課 4-1-2

建設部 道路河川課 3-1-1 3-1-3 3-1-6

建設部 地籍調査課 3-1-1

水道部 水道総務課 3-1-4

水道部 水道工務課 3-1-4

会計課

教育部 教育総務課 2-2-2

教育部 学校教育課 1-2-2 2-2-2 2-2-3

教育部 生涯学習課 2-2-1 2-2-3 2-2-4 2-2-5 2-2-6

教育部 生涯スポーツ課 1-1-1 2-2-7

農業委員会事務局

現行計画における基本施策担当課一覧



現行計画現行計画現行計画現行計画におけるにおけるにおけるにおける各基本施策各基本施策各基本施策各基本施策をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境のののの整理整理整理整理（ＳＷＯＴ（ＳＷＯＴ（ＳＷＯＴ（ＳＷＯＴ分析分析分析分析））））

5-1-25-1-25-1-25-1-2

具体的根拠 内容 具体的根拠

コスト削減に対する行動が伴っていない （安易な1社随契の連発）

職員アンケート調査 評価結果を公表していない

内部でも利用していない

書類の作成に時間がかかる

具体的根拠 内容 具体的根拠

市民、議会の評価意識

市民は興味がない

PDCAサイクルによらない事業計画立案と資源配分

行政評価制度行政評価制度行政評価制度行政評価制度のののの推進推進推進推進 効率的で効果的な行財政運営が担保され、政策目標に基づく市民サービスが向上しています。

紀紀紀紀のののの川市川市川市川市のののの強強強強みみみみ 紀紀紀紀のののの川市川市川市川市のののの弱弱弱弱みみみみ

基本施策を推進するうえで【強み】となるもの・こと 基本施策を推進するにあたって「阻害要因」となりうるもの・こと

内容

各施策の進捗管理ができる

職員の意識改革に繋がる

紀紀紀紀のののの川市川市川市川市にとってにとってにとってにとって良良良良いいいい機会機会機会機会 紀紀紀紀のののの川市川市川市川市にとってのにとってのにとってのにとっての脅威脅威脅威脅威

基本施策を推進するうえで【追い風】となるもの・こと 基本施策を推進するにあたって【脅威・阻害要因】となりうるもの・こと

（制度の変化・法律の改正・社会潮流など） （制度の変化・法律の改正・社会潮流など）

内容

統一基準による地方公会計と連動した活用

人事評価制度を熟成させ連動による効果

議会からも注目（施策の進捗管理と成果に注目）

新たな長期総合計画の策定を機会に制度構築

◆今回の調査は、先日（3/23）ご協力いただきました「策定作業班ワークショップ」における、現行計画の分析作業（各基本施策を取り巻く環境の整理）の続きをお願いするものです。

※詳細は企画調整課の公開フォルダ（「第2次長期総合計画策定関係」－「長期総合計画策定通信【第3号】」）をご覧ください。

◆基本施策を所管する各課において、策定作業班長（課長）、策定作業班員（キーパーソン）が中心となって課内で情報共有のうえ作成（充足）して下さい。

◆取り巻く環境として「強み」「弱み」「機会（追い風）」「脅威（阻害要因）」について、担当課長、担当者として感じている内容を入力してください。

◆行が不足する場合は、適宜、追加してください。

◆担当する基本施策すべてのシートが入力できましたら、受取フォルダ（企画部－企画調整課－各基本施策を取り巻く環境の整理（SWOT分析）にファイル名を○○課と変更の上、格納し

てください。

◆今回のSWOT分析によるフレームワークの結果については、今年度中に実施を予定しています「現行計画の施策評価」と「事業計画立案」、新たな長期総合計画（基本計画）策定におけ

る貴重な分析資料として活用いたしますので、ご協力をお願いします。

①補足事項、確認事項

②エビデンス（根拠）

を入力


