
資料２ 

平成 18 年度の行革推進計画の目標達成状況 

 

 

平成 18 年度の第 3 四半期末における目標達成見込みの資料です。 

本来であれば 18 年度結果をお知らせしなければならないところです

が、結果の集約が完了しておらず、資料として配布できないことをお詫

びいたします。 

 

＊会議当日に、本資料に掲載してある情報の一部を更新してお知らせい

たします。 



１　大目標への到達状況見込み
　　大目標については、推進計画の最終年度である平成22年度末の時点で達成することとしている。

　　以下に、平成18年度末における到達状況の見込みを参考として示す。

全体概要

1 効率的で効果的な行政運営の確立
前進はしているが効率的で効果
的な行政運営の確立には至っ
ていない。

2 実質的な単年度収支の黒字化と貯金25億円以上の維持

財政調整基金は約37億円以上
が確保され、実質的な単年度収
支は赤字であるものの赤字幅は
約15億円減少している。
しかしながら、基金を取り崩す代
わりに市債を発行した結果であ
り、改善の方向にはあるが、改
善幅は小さい。

3 通常分の市債残高50億円の削減

18年度は、基金創設などの特殊
要因で全体の市債が一時的に
増加しているが、事業に充てる
市債は4．4億円程度削減でき
る。単年度の目標である10億円
の削減は達成できないが、削減
の方向には向かっている。

4 土地開発公社の経営健全化

27．8億円の保有土地の買戻し
と売却が見込まれることから、確
実に健全化の方向に進んでい
る。

新規購入はあるものの、市の買戻しと民間等への売却との差し引きでは、保有土地は減ってきている（詳細な金額は未確定）。
今後も引き続き保有土地の削減を進めていく。

行政改革推進計画の目標達成見込み

　最適な規模や質の事務事業等が的確に選択され、それが最少の経費で執行され、最大の効果を上げる状態になったとは言えないものの、例えば、職員の仕事に対する前向きな意欲を一層喚
起するための課題や新たな手段が見えてきたこと、ＰＤＣＡサイクルによる業務執行がスタートラインに立ったと考えること、予算編成方法等の行政運営の仕組みの課題が見えてきたことなどから、
大目標の達成に向け前進はしたと考える。
　大目標の達成に向けては、上記課題の解消に向けた19年度における取り組みを着実に実施することが重要なポイントではないかと考える。

　財政調整基金は約37億円を確保し、目標としている25億円を上回ると見込まれる。また、実質単年度収支についても3億円の赤字であるものの、17年度決算と比較すると、赤字幅が減少してい
る。
　これは、市債を発行したことによって財政調整基金を取り崩す必要がなくなったことが主な要因。
　実態としては、歳入の確保や歳出の縮減に努めているものの、継続事業など俄かにやめられない事業もあり、不足する財源を財政調整基金を取り崩さないで地方債の発行で対応している状
況。
　今後は、地方債の発行に頼らず、大目標の達成に向けて、さらなる歳入の確保と歳出の削減に努める必要がある。

　18年度は事業財源としての市債の発行は減少しているものの、地域振興のための基金創設に係る合併特例債の発行（20億円）により、全体として市債残高自体は17年度決算と比較すると15．6
億円増加し、約887．8億円程度になる見込である（19年度も地域振興基金の積立のために20億円の発行を予定）。
　しかしながら、地域振興のための基金創設に市債を充てるのは、「借金して貯金する」ことを意味しており、基金を市債返済に充てることが可能であることから、基金創設のために発行した市債20
億円は「通常分の市債」と位置付けない。
　したがって、18年度の市債残高見込887.8億円から20億円を差し引くと867.8億円となり、17年度決算額と比較すると、単年度目標の10億円削減には到達しないが、4．4億円の削減となる。

18年度末における到達状況見込み

内容
大目標



２　中目標及び重点取組の目標への到達見込み
中目標及び重点取組の目標のうち数値で設定していない目標については、推進計画の最終年度である平成22年度末の時点で達成することとしている。

内容 到達基準 到達見
込み

達成見込みに対する考え 内容 目標（到達基準） 到達見
込み

達成見込みに対する考え № 内　容 達成
見込み

1

すべての事務事業の執行について、目
標の設定、管理様式の統一、定期的な
進捗点検、成果測定などを行い、ＰＤＣ
Ａサイクルを定着させます

○

2

ＰＤＣＡサイクルに関する研修をすべて
の職員に対して定期的に実施し、理解
度などの成果を測定します

×

3

職員提案制度を抜本的に見直し、小集
団による業務改善活動を全庁的に実施
します

×

4
目標管理型の人事考課を管理職以外
の職員の処遇に反映します

×

5
職責に応じた知識や技術を習得させる
よう、研修計画を充実します

○

6
業務改善を自発的に行うような体質とな
るよう、職員を市役所以外の様々 な職
場に積極的に派遣します

○

7

毎年度の予算編成に先立ち、重点政
策の議論を経営層で実施します

○

8

毎年度の予算編成にあたり、政策ごと
に配分する予算を設定した上で、部局
に枠配分します

○

9

すべての事務事業について、事業費と
人件費の総コストの把握と作業工程の
分解・明確化を行います

×

10

部局への予算枠配分は、事業費と人件
費を合算して行います

×

4 管理会計的な手
法の活用

管理会計的な手法の
活用で、予算編成など
の意思決定を支援でき
る状態

× 　事務事業に対する職員の従事量を算出し、金額ベースに変換した情
報を把握したが、予算編成の際に人件費の削減を意図した見直しが
十分に起こらなかった。
　これは、人件費を金額ではなく人数で配分したこと、配分時期が事
業費よりも遅れたことなどの理由によるものと考える。

11

管理会計的な手法で得られる会計情
報を活用し、人件費を含めたトータルコ
ストや世代間の負担の状況について把
握します。あわせて予算編成などの内
部意思決定支援にも活用します

×

12

成果志向の行政運営、ＰＤＣＡサイクル
の定着による継続的改善を総合的に進
めるため、民間企業出身者をコーディ
ネータとして登用します

○

13

ISO9001の考え方とシステムを行政運
営に導入し、認証取得を目指します

○

14

初期滞納や低額滞納者に対して、納入
促進員を拡充し、納入相談などのきめ
細かい対応を早期に行うことで滞納額
の累積を未然に防ぎます

○

15

長期にわたる繰越滞納や高額滞納者
に対して、職員が納税交渉や法に基づ
く財産調査、差押さえ、公売などを集中
的に実施することで滞納金の徴収額を
増加します

○

16

公の施設について使用料無料のものな
どを見直し、適正な使用料を設定しま
す

○

17

市が無料で提供しているサービスのう
ち、受益対象者が特定され、かつ、受
益対象者の側で選択が可能なサービ
スについては、費用のうち適切な額を
負担していただきます

×

重点取組 具体的な取組項目中目標

おおむね順調に推移しており、目標を達成で
きる見込み。

　業務を効果的、効率的に実施する手段である「ＰＤＣＡサイクル」の
定着については、ＰＤＣＡサイクルの出発点である「事務事業の目的、
目標」の明確化が、19年度予算要求の時点で概ね実現したと考える。
しかしながら目的と目標が明確化された事務事業の多くは、行革推進
課からの個別提案等を踏まえた結果改善されたものであり、職員の意
識や組織全体に浸透した結果とは即断できない。
　このことから、職員と組織みずからが自発的に改善を行って効果的・
効率的に業務を執行する状態には達していないと考える。

　職員の仕事に対する意欲については、「職員提案制度」への提案件
数が増えていない一方、例えば総合計画の改定にあたり実施されて
いる「まちづくり職員トーク」には、毎回多くの職員が自発的に参加す
るなどの実態がある。
　全体的に見れば、仕事に対する前向きな意欲が職員間で大きく喚起
されているとは言えないが、例えば「まちづくり職員トーク」のような、職
員が参画できる場を充実するといった手法も用いることで、前向きな
意識が醸成されるのではないかと考える。

1 ＰＤＣＡサイクル
に基づく業務執
行の定着

業務執行の際に、職員
が常に「計画・実行・評
価・見直し」というＰＤＣ
Ａサイクルで思考し、
組織全体で運用する
状態。

前進す
るも×

2 職員の意識高揚
と資質向上

職員が目標達成に喜
びと充実感を覚え、自
発的かつ適切に業務
執行し、改善する状
態。

×

　予算の部局枠配分により、重点と位置付けた観光政策に事業費予
算が集中されたことから、政策レベルの優先化が進んだと考える。
　ただし、以下の点については十分な成果がなかったことから、全体
的にみると、前進はしたが到達はしなかったと考える。
・政策枠内での事業選択については、「目的別事業一覧表」を作成し、
事業の優先順位付けを行ったが、廃止を予定している事業のうち、優
先順位が低いことを明確な理由としたものがほとんどなかったことか
ら、優先順位の低い事業が廃止されるといった見直しが活発に起きた
とは言いがたいと推測される。
・人件費については、金額ではなく人数で配分したが、配分時期が事
業費よりも遅れたことなどの要因により、削減に向けた見直しが不十
分な結果となった。

5 行政運営への民
間的経営ノウハウ
の効果的な導入

行政運営に活用できる
民間的経営ノウハウが
適切に導入されている
状態

○ 　行革推進専門員を登用し、行革推進課に対する指導を行うととも
に、日常的に各職場に出向き、経営のポイントを解説するなど精力的
な活動を進めた結果、部局長を中心とした管理層の意識啓発を促し
たと考える。
　また、ＩＳＯ9001については、一部部署での認証取得の目途が立つ
程度まで取組みが進むとともに、取得を目指す部署における意識高
揚が実感できた。

3 部局ごとの予算
枠配分方式の導
入

優先政策に的確に予
算が配分され、政策ご
との目標達成に最適な
事務事業が選択される
状態。

前進す
るも×

　滞納分の徴収業務自体は計画どおり進捗しており、また、徴収額は
大きくないもののインターネットでの競売など新たな取組もあり、徴収
目標額（359,304千円）は到達できる見込み。
　今後も引き続き滞納整理に取り組んでいく。

7 受益者負担の適
正化

未定

＊平成18年度中に設定

－ 　公の施設及び他の事業における受益者負担の見直しを行うことと
し、特に施設使用料については、作業が進み、19年度中の料金改定
を予定している。
　一方、施設以外の事業を通じて提供しているサービスのうち、現在
無料のものについては、予算編成作業の中で各課が見直しを行った
事例もあるが、受益者負担の適正化を進めるためには、改めて「受益
者から負担いただくべきサービス」の考え方を整理し、全庁的に見直し
を検討する必要があると考える。

6 税と使用料の滞
納分の徴収促進

7,200万円

＊22年度末までに4億1,100
万円

○

1 行政運営の改善
に向けた体制整
備

職員と組織が、的確な
改善を自発的、継続的
に行うような体制

・指標1：ＰＤＣＡサイク
ルに対する職員の理解
度100％
・指標2：ＰＤＣＡサイク
ルの組織での定着度
100％
・指標3：職員の充実度
100％

前進す
るも×

・職員の仕事に対する前向きな意欲は、目に
見えて向上しているとは言えないが、向上へ
の課題や新たな手段が見えてきた。

・事務事業の目的と目標がおおむね明確に
設定できたことから、ＰＤＣＡサイクルによる業
務執行がスタートラインに立ったと考えるが、
定着させるためには19年度の取組みが重
要。

・行政運営の仕組みの課題が見えてきた。
→ＰＤＣＡサイクルよる行政運営を行う上で、
人事考課上の組織目標・個人目標の設定、
事業評価、予算編成作業といった個別の作
業をどう関連付けていつ実施するのか、とい
う手順の精査が必要。

上記のような行政運営上の課題を踏まえて、
その解消に向けた取り組みを進めていく。

2 歳入の発掘と確
保

2億1,900万円

＊22年度末までに11億
3,000万円

○



内容 到達基準
到達見
込み 達成見込みに対する考え 内容 目標（到達基準）

到達見
込み 達成見込みに対する考え № 内　容 達成

見込み

重点取組 具体的な取組項目中目標

18

広報じょうえつ、市ホームページなどの
広報媒体や封筒などに民間企業等の
有料広告を掲載します

○

19

広告媒体となりえる資源等を発掘して
積極的に活用し、収入増加を図ります

○

20
売却が可能な資産を積極的に売却しま
す

○

21
売却が困難な資産を積極的に貸し付け
ます

○

22

類似する事務事業を整理、統合します ×

23

市が実施している事務事業について、
改めて市が担うべきかどうかを仕分けし
た上で、市民や地域にとっての必要性
などを総合的に判断し、市が実施する
必要のなくなった事務事業の廃止、縮
小を行います

○

24

予算の部局配分の中で、政策目標を達
成する上での優先順位や成果の有無
などに基づき、不用・不急の事務事業
を廃止、休止します

○

25

市が支出するすべての補助金につい
て終期を設定し、目的を達成した補助
金を終了します

○

26

公の施設について、利用状況、配置状
況、機能の重複状況などを踏まえ、統
廃合を行います

×

27
施設の維持管理に係る電気・ガス・重
油・灯油など光熱水費について、施設
の運営方法を見直して抑制します

○

28
事務用紙について、資料の簡素化や
電子データの活用などにより、使用枚
数を抑制します

○

29
市の情報システムを見直し、導入及び
維持・管理に係る業務執行経費を削減
します

○

30
正規職員を適切に配置し、臨時職員を
削減します

○

12 第三セクターの
見直しによる経費
削減

未定

＊方針決定後に設定

－ 第三セクターに対する市の関与のあり方及び改善の方策を策定する
ための検討委員会の設置を取り止め、市独自で年度内に方針案を策
定する予定。

第三セクターの自立を促すため、第三セクターの所管各課の管理監
督能力を高めるという方策を取り組み始めた段階であり、当面は、そ
の取組を継続したい。

31

第三セクターの一層の自立を促し、出
資以外の市の支出を削減します

○

32
事務事業の統合、廃止、休止、効率化
により職員数を削減します

○

33
組織のグループ化により、少ない人数
で効率的に業務を執行し、職員数を削
減します

○

34
勧奨退職制度を活用し定年前の早期
退職を促し、自然退職者に上乗せして
職員数を削減します

○

35

市が責任を担うべき事務事業のうち、
サービスを維持しながら市の直営時より
経費が削減されることを前提に、市職
員以外が直接執行できる業務を委託
し、職員数を削減します

○

36

公の施設について、サービスを維持し
ながら市の直営時より経費が削減され
ることを前提に、市職員が直接管理しな
くてもよい施設に指定管理者制度を導
入し、職員数を削減します

○

3 数値目標は達成できる見込み。

　事務事業の再編成や統廃合、業務執行経
費の縮減といった見直しについては、目標額
は達成できるものの、より適切で効果的な見
直しが常に起こるようにするため、事業の目
的と目標の明確化、成果の度合いに応じた
事業見直し、不用な経費は使わないことなど
を徹底していく必要があることから、職員の意
識啓発はもとより、予算編成や執行等の仕組
みを改善していきたい。
　職員人件費については、維持すべきサービ
スの量と質を明確にした上で、それを確保で
きる範囲で可能な限り圧縮していく。

　市の封筒の一部やホームページなどに有料広告を掲載した結果、
18年度は目標を上回る約3,618千円の収入が見込まれる。
　市がサービスを提供する上で支障のない範囲での新たな取組みで
あり、19年度においても新たな取組みを行おうという動きが各課で起
こりつつあることから、職員に意識の変化（みずから財源を稼ぐという
意識）を与えたのではないかと考える。

9 市の固定資産の
売却及び貸し付
けによる歳入増
加

1億4,400万円

＊22年度末までに7億400万
円

○ 　資産の売却と貸し付けの計は目標を上回る。
　19年度以降も同様に取り組む。

8 市の様々 な資源
等を用いた歳入
増加

288万円

＊22年度末までに1,440万
円

○

　数値目標自体は達成できる。
　ただし、事務事業の見直しの内訳をみると、「所期の目的を達成し
た」、「成果が期待できない」、「類似する事業が他にある」といった理
由で廃止した事務事業は金額ベースでは極めて小さく、既存事業の
経費の一部を縮小するという見直しが大半だった。
　その理由として、
・市が担う必要性を精査し切れなかったこと
・事業の有効性が客観的に把握できず、成果の度合いに基づく見直し
が不十分だったこと
・予算編成作業が10月からと遅く、見直しを行おうとする事業の受益者
等に対する説明と理解いただくための時間が足りないこと
　などが考えられる。
予算編成の仕組みにも改善の余地はあると考えるが、職員の意識と
して「事業を廃止する」という発想が乏しいことが大きな原因と思われ
る。
このことから、今後、事務事業の一層の新陳代謝を進めるために、予
算編成の仕組みを見直したり、職員の意識啓発（財政状況の理解徹
底、税金を使って仕事をすることの責任の理解など）をしたりするな
ど、事務事業の必要性と成果の度合いを踏まえた見直しを徹底する
必要があると考える。

11 業務執行経費の
縮減

9,000万円

＊22年度末までに4億3,200
万円

○ 　施設の光熱水費や事務用紙などは計画どおり削減が進んでいる
が、向こう5年間を同じペースで削減できるかどうかを見極める必要が
あると考える。
　臨時職員の賃金削減についても同様であり、計画策定時には、「正
規職員が現時点で余剰している」という前提で取り組みを掲げたが、
複数の行革推進本部員から「現時点で職員が余っているという認識は
ない」という意見があったことを踏まえると、現実的には、臨時職員の
活用は正規職員を削減する有効な手段の一つであることから、計画
期間中に同じペースで削減することが本当に望ましいことなのか見極
める必要があると考える。

10 事務事業の再編
と整理、廃止と統
合

3億円

＊22年度末までに15億円

○

　17年度当初から18年度当初にかけ、目標を上回るペースで進んで
おり、19年度当初においても、目標としている職員数2，269人を下回
る人数とする予定。
　今後も、可能な限り前倒しして職員数を削減していく。

13 職員数の削減に
よる人件費削減

3億400万円

＊22年度末までに16億
3,400万円

○

新たな行政需要
に応え得る財政
構造の確立に向
けた歳出の見直
し

8億500万円

＊22年度末までに37億
5,000万円

○



内容 到達基準
到達見
込み 達成見込みに対する考え 内容 目標（到達基準）

到達見
込み 達成見込みに対する考え № 内　容 達成

見込み

重点取組 具体的な取組項目中目標

37

市職員の給与について、地域の経済情
勢を反映し、地域の実態に即したレベ
ルとします。

○

38

事務事業の廃止・休止、業務執行の効
率化などを通じ、時間外勤務手当を削
減します。
＊旅費計算や伝票処理など庶務業務
の集中化、契約事務の簡素化（長期継
続契約導入）、情報管理システムの見
直しなど含む

○

39
特殊勤務手当について、社会情勢や
職場環境の変化等を踏まえて抜本的
に見直します

○

40
その他の手当について、支給のあり方
や金額の算出方法などを見直し、削減
します

○

15 市場化テストの実
施によるコストの
縮減

未定

＊対象事業の選定後に設
定

○ 先行して取り組んでいる地方自治体の情報を収集し、当市におけるガ
イドラインのたたき台を作成中。
詳細な制度設計を引き続き行い、19年度も計画どおり取り組んでい
く。

41

市場化テストの実施により、市が落札す
る業務の効率化、あるいは、民間企業
等の落札により、コストを削減します

×

42
土地開発公社が先行取得した用地の
買戻しを促進し、公社経営の健全化を
目指します

○

43

企業団地や市の利用計画がなくなった
土地について、不動産取引に精通して
いる民間企業の協力を得て、官民一体
となった販売促進を展開し、保有額の
削減を図ります

○

14 給与等の見直し
による人件費削
減

1億1,100万円

＊22年度末までに1億8,400
万円

○ 　給与については、地域民間企業での給与動向を反映した見直しを進
めるため、まずは、国に準じた級別職務の見直しや昇給・昇格の見直
しを行っていくとともに、当市は人事委員会を持っていないので、新潟
県の人事委員会の給与勧告を参考に改定していくという考え方で取り
組んでいる。
　各種の手当については、通勤手当の見直しをはじめ、時間外勤務手
当の削減や特殊勤務手当の見直しが進んでいる。

16 土地開発公社が
保有する土地の
積極的な買戻し
と売却等

24億1,000万円

＊22年度末までに125億円

○ 　市の重要課題として認識し、体制を整備して取り組んだ結果、市によ
る土地の買戻し及び民間等への販売については、ともに目標を上回
るペースで進み、合計で27.8億円となる見込み。
　今後も引き続き取り組んでいく。

引き続き重要課題として全庁挙げて取り組ん
でいくことで着実に目標を達成していきたい。

4 ■中目標4
土地開発公社の
保有土地の削減

【数値目標】

24億1,000万円

＊22年度末までに125億円

○



３ 具体的な取組項目の目標達成見込み（行政改革推進計画）

№ 内　容 18年度目標 18年度作業上の到達点 進捗状況 概要 部局名 課名

1

すべての事務事業の執行について、
目標の設定、管理様式の統一、定期
的な進捗点検、成果測定などを行
い、ＰＤＣＡサイクルを定着させます

・事務事業の目的が明確になり、か
つ、目標については少なくとも意図が
読み取れる状態。
・工程管理という面で全庁的な進捗
管理ができた状態。

開始 ○ ○ ・19年度予算を要求してきた事務事業について、目的と目標をすべて点検した。
・財政課査定前の段階では、全体の9割以上の事務事業について、適切と言い難い目的や目標が設定されていたことから、改め
て設定ポイントを事務事業ごとに提案した。
・その結果、ほとんどすべての目的や目標がおおむね適切（意図が読み取れる。到達点が分かる、など）に修正されたが、ごく一
部の課等でいまだ不適切な目的や目標が設定されている事務事業がある。それらについては、再度周知したり個別ヒアリング等
を行ったりして理解度を高めることで、すべての事務事業について適切に設定できると考えていることから、目標が達成できると
見込んだ。
・19年度以降については、行革推進課からの指摘や提案がなくても目的と目標が適切に設定できるようになっているかを確かめ
ていきたい。くわえて、組織目標についても精査し、適切な設定を徹底する。

総務部 行革推
進課

2

ＰＤＣＡサイクルに関する研修をすべ
ての職員に対して定期的に実施し、
理解度などの成果を測定します

研修計画が策定され、職階ごとに実
施した研修で、対象とした階層がＰＤ
ＣＡサイクルの仕組みを理解できた状
態

研修計画策定、職階ごと
の研修開始

× ○ ・各課から当初提出された19年度予算要求説明書を見る限りでは、ＰＤＣＡサイクルの出発点となる目的や目標が適切に設定さ
れていなかったことから、課長を対象とした研修の成果がなかったものと反省する。
・講義の内容が組織マネジメント全体を包括する内容であり、「目的や目標の適切な設定」に関する講義が少なかったことも成果
が上がらなかった要因と考えることから、課長を対象とした研修を再度実施し、事務事業の目的と目標を適切に設定できるかど
うかといった理解度を専門的に点検し、不足している能力やノウハウの習得させることで目標を達成したい。

・なお、予算要求時における目的と目標の設定は、現状を把握して次への改善につなげるというマネジメントの基本であることか
ら、不適切な目的や目標が設定されていた事務事業について、財政課の査定後に改めて設定ポイントを提案した。
・その結果、ほとんどすべての目的や目標がおおむね適切（方向性が読み取れる。到達点が分かる、など）に修正されたが、い
まだごく一部の課等で不適切な目的や目標が設定されていることから、再度周知したり個別ヒアリング行ったりして理解度を高め
たい。

総務部 行革推
進課
人事課

3

職員提案制度を抜本的に見直し、小
集団による業務改善活動を全庁的に
実施します

自らがテーマを定めて改善する、とい
う行為を全職員が体験したことによ
り、業務改善に取り組む気風が芽生
えた状態

開始 × × （職員提案制度）
・職員提案制度で本質的にねらっていることは、業務改善等による行政サービスのレベルアップだが、本制度を通じて職員の業
務改善意欲を高めたいというねらいもある。
・現在の本制度は、所管課である行革推進課内での対応スピードが遅い（他業務を優先しがち、提案内容の所管部署が特定で
きない場合がある、など）、提案内容と採否の考え方が市長を含めた全庁に伝わっていない、採否決定後の対応結果が見えな
い、などの問題があり、いずれの問題も制度のねらいの達成を阻害していると認識している。
・上記の問題を解消し、効果の高い制度に見直す予定としていたが、この間、事務事業の目的目標の明確化、行革推進計画や
事務事業の進捗管理などといった他業務に追われてしまい検討が進んでいないのが実態。
・第4四半期に制度の見直し案を作成し、庁内や行革市民会議から提案等をいただきながら、可能な限り早い時期に、新しい制
度をスタートしたいと考えている。
・いずれにしても現行の制度のまま第3四半期が終わったことから、18年度目標を達成できるとは言えないと考える。

・なお、「小集団による業務改善活動」については、ISO9001の考え方に基づく業務改善プロセスの導入を、先行して取得する3課
室において試行し、全庁実施にあたっての課題を整理することとしている。その際は、各部署ごとの改善策が全庁にも広がるよう
な仕組みも考慮する。

総務部 行革推
進課

4

目標管理型の人事考課を管理職以
外の職員の処遇に反映します

管理職以外の職員に反映する本格
実施を１９年４月から実施するための
制度改正が行われた状態

管理職以外の職員に反
映

× ×

・これまでの試行における「目標設定の手法」や「面談のあり方」等について庁内の見直し検討委員会でも再度指摘を受けてい
る。
・それらの課題について見直した上で検証する必要があることから、次年度も引き続き試行・検証を進める。

総務部 人事課

5

職責に応じた知識や技術を習得させ
るよう、研修計画を充実します

自主研修の受講率が向上した状態 充実して研修実施

○ ○

・職員意識高揚と資質の向上を図るため、自主研修制度の周知や階層別、専門等の研修を計画的に実施。
・自主研修では、制度を広く周知するため、通信教育講座パンフを作成し各課に配布するとともに、四半期ごとに募集案内を行っ
た。
・これらにより、12月末現在の受講者は、通信教育：26人、視察研修：23人、自主研修グループ：6グループ426人で計475人となっ
ている。17年度は、通信教育：14人、視察研修：30人、自主研修グループ：3グループ401人で計445人だったことから、受講率は
向上している。
・現在次年度に向けて、講座のパンフの作成準備を進めており、年度当初から周知、募集を行えるよう作業を進める。

総務部 人事課

第3四半期進捗状況 取組の主管部署

・「年度末の目標達成見込み」欄…○：達成できる見込み、　×：達成できない見込み
・「進捗状況」欄…○：計画どおり進んだ、　×：計画どおり進まなかった、　―：第3四半期は計画がなかった

具体的な取組項目
年度末の目標
達成見込み



№ 内　容 18年度目標 18年度作業上の到達点 進捗状況 概要 部局名 課名

第3四半期進捗状況 取組の主管部署具体的な取組項目
年度末の目標
達成見込み

6

業務改善を自発的に行うような体質と
なるよう、職員を市役所以外の様々 な
職場に積極的に派遣します

中央省庁、新潟県等の派遣研修を行
う

実施 ○ ○ ・中央省庁や新潟県等への派遣研修を実施し、実務研修を通して、学んだこと、体験したこと、感じたことなどを職員にフィード
バックし、職員全体の意識の高揚を図るため、定期的に派遣職員報告レポートを人事課ホームページに掲載し職員に紹介をし
ている。
・派遣職員は、職員に業務内容や事務改善の提案などを紹介し、掲載のホームページを見た職員から、派遣職員に内容の照会
があるなど、双方に活性化の効果が現れていると思われる。
・今後は、職員に対する報告会の開催や、職場においての業務改善の提案など、帰庁職員の有効活用を検討していく必要があ
る。

総務部 人事課

7

毎年度の予算編成に先立ち、重点政
策の議論を経営層で実施します

平成19年度予算編成に先立ち、重点
施策の議論を経営層で議論された状
態

実施（議論の場を設ける。
議論の際の資料として、予
算情報を政策・施策と部局
でのマトリックスで示す）

○ － ・Ｈ18.8.24「平成19年度予算に係る重点施策検討会議」を開催
・出席者：市長、助役、収入役、教育長、各部局長
・各部局長から重点施策の説明を受け、各部局の重点施策を全員で認識。
・市長、助役の意向を確認。
・時間的制約から踏み込んだ論議が十分できなかったが、後日、市長・助役と予算編成方針を決める際に重点施策を整理。
・会議の趣旨が徹底されず、新年度予算に係る重点施策の発表の場になってしまい、当初期待したような場にはならなかった。
・翌年度の重点施策の検討だけでなく、中長期の歳入見通しを踏まえた政策論議を年度の早い時期に開催していく。

財務部 財政課

8

毎年度の予算編成にあたり、政策ご
とに配分する予算を設定した上で、
部局に枠配分します

平成17年度の枠配分方式を総括し、
課題を整理したうえで、改善し実施さ
れた状態

開始 ○ ○ ・Ｈ18年度予算に引き続き事業費の枠配を実施。
・H18年度予算は一般財源で枠配したが、市債を増やすことで予算規模が膨らんだ反省を踏まえ、H19年度は市債＋一般財源で
枠配を実施し総額を抑制。
・市債＋一般財源で配分したため総額の抑制は図られたものの、市債対象事業が減少した分、結果として一般財源の比率が高
まり財政を圧迫している。
・課題を整理したうえで、枠配の方法を改善する。

財務部 財政課

9

すべての事務事業について、事業費
と人件費の総コストの把握と作業工
程の分解・明確化を行います

すべての事務事業ごとの人件費が把
握され、予算配分時に活用される状
態

事業棚卸しで把握
予算編成時に反映

× ○ ・19年度予算編成時において、目的別事業一覧表によって職員の従事量を部局課で把握した。
・事務事業の廃止や縮小、実施方法の見直しで削減される職員の従事量が可視化され、当初配分された職員人数内に収める
際の基礎情報として利用されたと思われる。
・ただし、部局課から当初要求された職員数の結果をみると、当初配分人数を72人超過した。これは、職員人数の部局枠配分が
初めての取組みだったことから周知・認識が徹底しなかったこと、部局に当初配分した人数の精度が高くなかったことなども要因
と思われるが、職員の従事量（人件費）をコストとして強く意識し、無駄を省いて効率的に配置するという意識を徹底できなかった
ことも要因ではないかと考える。
・上記を踏まえると、情報は把握したが活用はされなかったものと考え、18年度目標に到達しなかったと判断する。
・今後は、この取組みのねらいである「職員人件費を事業費と同様のコストとして認識し、削減に向けて事務事業の見直しが全部
局課で起きる」ということを一層推進するために、実施方法を見直していきたい（例：予算要求説明書に職員人件費の記入欄を設
け、事業費と同様の見直しを加速する、など）。

総務部 行革推
進課

10

部局への予算枠配分は、事業費と人
件費を合算して行います

平成19年度予算編成の際に、事業
費と人件費を合算して予算枠配分さ
れた状態

実施 × ○ ・事務事業評価で事業ごとの職員数を把握していたことから、事業の見直しにより必要人数の増減が管理できると考え、Ｈ19年
度は人件費を人数で枠配した。
・職員数は事務量に応じて配分されるべきであり、最初に職員数を配分するのは主客転倒であるとの考えもあり、配分職員数の
意義や重要性が職員に徹底されなかった。
・人件費の枠配方法の改善が次年度の課題であり、人件費と事業費をあわせた形での枠配に変えていく。

財務部 財政課

11

管理会計的な手法で得られる会計情
報を活用し、人件費を含めたトータル
コストや世代間の負担の状況につい
て把握します。あわせて予算編成な
どの内部意思決定支援にも活用しま
す

①すべての事務事業に人件費を含
めた事業費が見える状態
②行政行為において世代間の負担と
なるものは何かを把握し、現状での予
算編成時にそのことが考慮されてい
るかの現状が把握できた状態

①人件費を含めた事業
費の設定
②世代間の負担が予算
に反映されているかの現
状把握

× ○ ・目的別事業一覧表により、職員の従事割合を部局課で把握し、事業費とセットで総コストとして認識できた。

・世代間の負担状況（将来世代への負担）の把握に向けて、まずは、市が資産を形成する場合における世代間の負担のあり方
（市債償還と減価償却との関係など）を整理する必要があると考えるが、その点の整理が終わらなかったことから、目標に到達し
ていない。

総務部 行革推
進課

12

成果志向の行政運営、ＰＤＣＡサイク
ルの定着による継続的改善を総合的
に進めるため、民間企業出身者を
コーディネータとして登用します

市の事務事業について目標が的確
に設定され、進捗管理が適切に行わ
れる状態

登用、活用 ○ ○ ・専門員からの指導を通じ、「事務事業における適切な目的と目標」とは何かを理解し、各課に目的や目標を設定する際のアドバ
イスができたものと感じている。このことから、目標は達成できたと考える。

総務部 行革推
進課



№ 内　容 18年度目標 18年度作業上の到達点 進捗状況 概要 部局名 課名

第3四半期進捗状況 取組の主管部署具体的な取組項目
年度末の目標
達成見込み

13

ISO9001の考え方とシステムを行政運
営に導入し、認証取得を目指します

サービス品質の維持・向上を組織的
に行える仕組みを定着させた状態

市民サービスに直結した
部門及び区総合事務所
の一部でISO9001の認証
を取得

○ ○ ・ＩＳＯ９００１の認証登録範囲を市民課・高齢者福祉課・雪対策室とし、構築した品質マネジメントシステムの運用を１０月２日から
開始した。
・１１月３０日に認証機関による初動審査を受審し、指摘のあった不適合・観察事項等について処置するため、品質マニュアル、
各種要領等の文書を改定し、１月１日から実施した。
・１月３０日・３１日に認証機関による本審査を受審し、観察事項はあったが、不適合はなく、３月に認証を取得できる見通し。
・認証登録範囲においては、仕組みを定着することができたが、本年度中に、ＩＳＯ９００１を活用した全庁で運用するシステムを
構築し、説明会の開催や必要な準備作業を経て、４月１日から運用を開始し、組織全体に定着させる。
・３課室においては、全庁運用のモデルとして認証を維持するが、登録範囲の拡大は、現在のところ想定してない。

総務部 ISOプロ
ジェクト
チーム
（行革推
進課）

14

初期滞納や低額滞納者に対して、納
入促進員を拡充し、納入相談などの
きめ細かい対応を早期に行うことで滞
納額の累積を未然に防ぎます

【数値目標】
71,961千円

*具体的取組15と合算

実施 ○ ○ ・促進員の訪問件数は全体で16,984件で月平均1,887件となった。第2四半期に比べ訪問件数の減は10月に3名の促進員が交代
したためのものである。当初目標を16,000件と設定、目標をクリアして訪問徴収・相談を実施した。
・徴収額の目標359,304千円に対し12月末時点の徴収金額は313,407千円で、徴収自体は順調に推移しており目標の徴収額を
確保できる見込みである。
■これまでの取組み
・納入促進員の早期訪問による新規滞納の抑制。
・差押さえ強化（337件、1月末現在）やインターネット公売（出展数23件の内落札20件、3月出展予定33件）の活用等、市の滞納
整理強化の姿勢を明確に示し、税の公平感確保に努める。
■今後に向けた課題・目標
・18年度からの新規繰越滞納者対策を強化し、累積滞納化の防止。
・税源移譲により見込まれる滞納増加に対し、効果的効率的な対策を行う。
・長期化、高額化滞納に対する対策を強化するため、税務執行体制を強化し職員の専門能力の向上を図る必要がある。

財務部 収納課

15

長期にわたる繰越滞納や高額滞納
者に対して、職員が納税交渉や法に
基づく財産調査、差押さえ、公売など
を集中的に実施することで滞納金の
徴収額を増加します

*具体的取組14に含む 実施 ○ ○ ・高額困難事案240件中の100件を呼出し、また調査をし、そのうち差押36件、捜索1件、猶予2件で全納及び分納等の方針を出し
た。
・市外滞納者1,300件のうち、下越地域を重点に230人を対象に、金融機関調査と10件の訪問徴収を実施した。差押77件460万
円、分納20件で高額徴収になった。
・法人倒産2件については滞納金確保に努めた。（徴収金額27,133千円）

財務部 収納課

16

公の施設について使用料無料のもの
などを見直し、適正な使用料を設定
します

基本方針に基づき、個別の公の施設
の使用料及び減免基準の見直しを行
ない、3月議会にて条例が改正された
状態

見直し基準を基に施設ご
とに条例を改正

○ ○ ・第２回公共施設管理検討委員会を開催し、使用料金の見直しについての最終報告を行った。
・市議会12月定例会（総務常任委員会）において、使用料の見直しの基本的な考え方について説明を行った。今後は、地域協議
会の意見を集約し対応していく。
・施設を担当する職員が使用料見直しの意図を真に理解し、住民に適切な説明ができるか不安を残している。

総務部 行革推
進課

17

市が無料で提供しているサービスの
うち、受益対象者が特定され、かつ、
受益対象者の側で選択が可能な
サービスについては、費用のうち適
切な額を負担していただきます

受益者負担を設定すべき事務事業
の適切に負担が設定されている状態

基準策定、対象事業の把
握

× ○ ・事務事業の点検と評価の際に、現在無料で「今後は受益者負担が必要」と評価した事業の妥当性を検討した結果、3件の事業
で受益者負担を設定した。
・予算編成開始時には、事務事業のうち講座を対象として、無料で提供しているものについては原則として1回あたり100円の負
担を設定するよう周知したが、その他の様々 な事務事業における受益者負担設定の基本的な考え方については、根拠を整理し
切れず提示するに至らなかった（なお、実際に新たに受益者負担を設定した講座があるかどうかは別途把握したい）。

総務部 行革推
進課

○ ○ 平成18年度分については第2四半期までに完了しており、作業はない。
なお、広告枠5枠に対し11社から入札していただき、計画通り封筒に広告を掲載し、目標を上回る927千円の歳入があった。

平成19年度については平成18年度に引き続き長形3号に広告を掲載するほか、新たに角形2号についても広告枠を設け、更な
る歳入の確保を図る。

総務部 総務課

○ ○ ・8月から広報紙（毎号8枠）とホームページ（毎月6枠）に有料広告を掲載している。
・広告収入として2,411千円の歳入を得た。2月中に、126千円の追加収入の見込み（広報じょうえつ4/1日号分）。
【課題】ホームページへの広告ニーズが低く、価値を高めるなどの工夫が必要と思われる。

総務部 広報対
話課

広報じょうえつ、市ホームページなど
の広報媒体や封筒などに民間企業
等の有料広告を掲載します

【数値目標】
2,878千円
　
　・総務課：410千円
　・広報対話課：2,394千円
　・市民課：74千円

18

開始



№ 内　容 18年度目標 18年度作業上の到達点 進捗状況 概要 部局名 課名

第3四半期進捗状況 取組の主管部署具体的な取組項目
年度末の目標
達成見込み

○ ○ ・8月から広告封筒の使用を開始し、継続使用中。
・広告枠には、3事業者が広告掲載を行い、窓口封筒13万枚、住基用封筒7千枚を印刷。
・広告収入については、154千円の歳入があり、数値目標を上回った。
・平成19年度については、長形3号の窓口用封筒、住基用封筒の２種類に引き続き広告枠を設けて歳入の確保を行う。

市民生
活部

市民課

19

広告媒体となりえる資源等を発掘し
て積極的に活用し、収入増加を図り
ます

公共施設や公用車等を広告媒体す
るための制度を設計し、公有財産の
有効活用と財源涵養が図られた状態

活用可能な資産等の把
握、活用方法検討

○ ○ ・広告代理店（協同組合）から広告利用可能施設や広告掲載方法等の意見聴取。提案書受領。
・H19年度は公共施設の広告掲載の手法や課題を整理するために3課でモデル的に導入することとし、歳入予算に計上する予
定。
・上越市有料広告掲載に関する要綱及び広告掲載に係る判断基準の改正を準備。
・H19年度の実施結果を踏まえて課題の整理を行い、全庁的に拡大していく。

財務部 財政課
用地管
財課

20

売却が可能な資産を積極的に売却し
ます

【数値目標】
68,022千円
売却

売却
普通財産の詳細データ
整理

○ ○ ･資産の売却（108,434千円）

H18決算見込額 121,253千円

・積極的に活動した結果、公共事業や民間需要のため普通財産の売却が進み、目標額を大幅に上回った。
・相手先需要に影響される要素が多く、今後も継続した結果を出せるかが課題である。

財務部 用地管
財課

21

売却が困難な資産を積極的に貸し付
けます

【数値目標】
76,062千円
貸付け

貸し付け
普通財産の詳細データ
整理

○ ○ ・資産の貸付（66,018千円）

H18見込額 74,483千円→評価替えによる減額分6.1％を加算した額は79,026千円となる。

数量ベースで精査し、目標とした普通財産の貸付けができる見込みである。
評価額が下がったため、当初設定した数値目標（金額）を数量ベースを基に変更する必要がある。

財務部 用地管
財課

22

類似する事務事業を整理、統合しま
す

類似する事務事業が複数存在しない
状態

【数値目標】
重点取組10全体で3億円

事業棚卸し
実施

× ○ ・事務事業の点検と評価の際に、類似事業があるとして統合などの見直しが必要と提案した事務事業のうち、財政課査定の段
階では、7事業が廃止や縮小されている。しかしながら、部局を越えた類似事業があるのかどうか、類似事業があった場合に適
切な見直しがされているのかどうかについては、予算要求説明書からは把握できなかったことから、18年度目標を達成できたと
は言い切れない。
・この点を踏まえ、今後は、政策・施策と細かい事務事業との関連をマトリクスで容易に把握できるような検討をしていきたい。

総務部 行革推
進課

23

市が実施している事務事業につい
て、改めて市が担うべきかどうかを仕
分けした上で、市民や地域にとって
の必要性などを総合的に判断し、市
が実施する必要のなくなった事務事
業の廃止、縮小を行います

市が実施する必要のなくなった事務
事業が廃止されている状態

【数値目標】
重点取組10全体で3億円

事業棚卸しにあわせて仕
分けを実施
→予算反映

○ ○ ・事務事業の総点検の際に、94件の事務事業について見直しを提案した。
・財政課査定の段階では、うち10事業が廃止や縮小されている。
・行革推進課から「そもそも地方公共団体が担わなければならない性質の事業なのかどうか」という官民の本質的な役割分担の
視点で行った点検結果を各課に提案したが、ほとんどが19年度に反映されないものと見込まれる。これは、これまで市が実施し
てきた事業は、市固有の課題や背景といった現実を踏まえた上で「上越市が担うべき」と判断したものであることから、「そもそも」
の視点で見直すこと自体が適切ではないケースが大半だったことが要因と考える。
・ただし、本質的な官民の役割分担ではなく、現実を踏まえた上で廃止しようとしている事業があることから、「市が実施する必要
がない事業が廃止された状態」という18年度目標自体は、達成されたと考える。

総務部 行革推
進課

24

予算の部局配分の中で、政策目標を
達成する上での優先順位や成果の
有無などに基づき、不用・不急の事
務事業を廃止、休止します

成果の有無などに基づき不用不急の
事務事業が廃止された状態

【数値目標】
重点取組10全体で3億円

実施 ○ ○ ・各課、各部局における予算編成作業の過程で、課長及び部局長の査定を実施。
・配分された予算枠に収めることに汲々 とし、廃止・休止の観点からの事務事業の見直しは余りされていない。
・20年度予算に向けて、早い時期から事業の見直しに着手し、廃止・休止する事業については早めに市民周知を図っていく。

総務部

財務部

行革推
進課
財政課

25

市が支出するすべての補助金につ
いて終期を設定し、目的を達成した
補助金を終了します

所期の目的を達成した補助金が廃止
された状態

【数値目標】
重点取組10全体で3億円

廃止 ○ ○ ・予算編成に合わせて、補助金見直しの留意事項を通知し、各部課で補助金の見直しを実施。
・H18までと終期設定していた補助金は、廃止されている（一部、国の補助制度の延長に伴い終期が延びたものあり）。
・予算編成時の見直しでなく、年度の早い時期に見直しを行い、廃止する補助金の関係者との調整を進める。

財務部 財政課
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第3四半期進捗状況 取組の主管部署具体的な取組項目
年度末の目標
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26

公の施設について、利用状況、配置
状況、機能の重複状況などを踏ま
え、統廃合を行います

施設の管理運営手法及び統廃合の
基本方針が策定された状態

【数値目標】
重点取組10全体で3億円

公共施設管理検討委員
会で状況把握、統廃合方
針策定

× × ・第２回目の公共施設管理検討委員会を開催し、施設の統廃合についての考え方、スケジュールについて（たたき台）意見集約
を図った。
・使用料金の見直し業務に時間を要したため、施設の統廃合に関する調査が計画どおり進まなかった。
・第4四半期から19年度前半にかけて統廃合の基本方針を策定し、実施に移していきたい。

総務部 行革推
進課

27

施設の維持管理に係る電気・ガス・重
油・灯油など光熱水費について、施
設の運営方法を見直して抑制します

【数値目標】
75,824千円
削減

実施 ○ ○ ・12月時点の使用料の累計目標額：1,019,709,928円に対して、使用料の実績累積額：933,008,007円となっており、差し引きで
86,701千円が削減されている。今後、気候が例年どおりで推移すれば目標は達成できると考える。

総務部 行革推
進課

28

事務用紙について、資料の簡素化や
電子データの活用などにより、使用
枚数を抑制します

【数値目標】
298千円
削減

総合事務所削減分とあわ
せて537,000枚抑制

○ ○ 事務用紙ついては、6月、7月と未達成となったことから8月以降の月別目標の配分を見直し、市民等に配布する資料の両面印刷
や庁内の打合せ資料に裏紙を使用するなど節約に取り組んだことから、10月～12月は目標を達成した。今後、1月～3月につい
ても目標を達成できる見込みである。
第4四半期の目標においても、ＩＳＯの月別目標と連動しているため、18年度実績及び19年度第3四半期までの実績からの見込
枚数により、達成できる見込みである。

総務部 総務課

29

市の情報システムを見直し、導入及
び維持・管理に係る業務執行経費を
削減します

電子自治体推進部会内で意識統一
されるとともに、本市の電子市役所推
進に当たっての現況と課題を整理し
た状態

電子市役所推進の方針
策定

○ ○ 　これまで電子自治体推進部会において電子市役所推進方針の課題について整理し、推進方針の主眼を内部事務作業の効率
化と経費削減とし、検討を行ってきている。
　その検討のなかで、さらに、電子入札や施設予約など、住民に直接関わる業務についての課題の整理、および第五次総合計
画改訂作業との調整が必要となった。また、業務の品質を上げるための職員のスキルアップや、推進方針の実効性を担保する
ための役割分担等の明確化が必要である。
　このような経緯のため、方針策定のスケジュールは遅延しているが、課題の整理は終了しており、現在までの方針に新たに、
住民に直接関わる業務についての考え方を追加して、第4四半期にさらに電子自治体推進推進会議で検討を行うことにより、年
度内の方針の策定は可能であると考えられる。

総務部 情報管
理課

30

正規職員を適切に配置し、臨時職員
を削減します

【数値目標】
14,517千円
削減

21人相当を削減 ○ ○ ・18年度予算上は、17年度予算427,338千円に対して18年度412,821千円を計上することにより、14,517千円を削減しており、予算
どおりに執行すれば決算ベースでも目標が達成できる。
・19年度分については、予算査定、定員査定時に、臨時職員の配置も含めヒアリングを実施。
・職員数について計画を前倒しして削減していくにあたり、定型的な事務や繁忙期間の波がある業務について正規職員を充てず
臨時職員を必要に応じ臨機に配置することも人件費総体の削減には効果的である。したがって、本目標のように職員数との関
係の中で一律に削減することについては再検討する必要があると考える。

総務部 人事課

31

第三セクターの一層の自立を促し、
出資以外の市の支出を削減します

第三セクターへの対応に関する基本
方針が策定された状態

検討委員会を設置し、市
の関与のあり方、改善の
方針を策定
経営改善評価を実施

○ × ・市の関与のあり方及び改善の方策を策定するための検討委員会の設置は取り止め、市独自で年度内に方針案を策定する予
定。
・第1回目の第三セクターの主管課へのヒアリングを通して、当該第三セクターの経営の実態を把握し、改善に向けた課題及び
取組状況等を把握したところであるが、その後、具体的な取組状況及びその効果を検証するため、1月から2月にかけて主管課
のヒアリングを実施する予定。なお、19年度予算要求時において、市が資本金の25％以上を出資している第三セクターへの補助
金の総額は、18年度よりも約800万円程度縮減されている。
・今年度、第三セクターの経営改善に向けた取組方針の作成が遅れたことにより全体的な進捗が遅れたことを踏まえ、19年度
は、18年度内に策定する方針案に沿って、第三セクターの自立に向けた経営改善に取り組むことが必要と考えている。

総務部 行革推
進課

32

事務事業の統合、廃止、休止、効率
化により職員数を削減します

事務事業の統合等の結果を踏まえて
人員配置された状態

【数値目標】
重点取組13全体で3億400万円

各課にヒアリングで配置
に反映

○ ○ ・予算要求時に、次年度における事務事業の見直しと必要な人員について各課で検討した。予算査定の結果を反映した各課の
人員要求に基づきヒアリングを実施。職員数の削減目標の前倒しを前提とした各課の業務改善等の聴取結果をもとに、今後適
切な配置となるよう作業を進める。

総務部 人事課
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33

組織のグループ化により、少ない人
数で効率的に業務を執行し、職員数
を削減します

グループ化を実施した部署における
成果・課題を整理した状態

【数値目標】
重点取組13全体で3億400万円

本庁一部実施 ○ ○ ・定員査定ヒアリングにおいて、実施した成果及び各所属への導入について確認した。第４四半期において、次年度で実施可能
な課等に対しグループ制の拡大を検討する。

総務部 人事課

34

勧奨退職制度を活用し定年前の早
期退職を促し、自然退職者に上乗せ
して職員数を削減します

【数値目標】
重点取組13全体で3億400万円

勧奨退職の実施 ○ ○ ・勧奨による退職者数が60人を超えており、定年退職者と合わせて100人を超える退職者が見込まれ、新規採用予定者を差し引
いても行革推進計画を前倒しした削減を達成する見込み。

総務部 人事課

35

市が責任を担うべき事務事業のうち、
サービスを維持しながら市の直営時
より経費が削減されることを前提に、
市職員以外が直接執行できる業務を
委託し、職員数を削減します

委託が適当な事務事業が把握され、
委託実施時期が決まった状態

【数値目標】
重点取組13全体で3億400万円

事務や事業を委託する際
のルール作成

対象把握

○ ○ ・事務事業の総点検の際に、18件の事務事業について委託の検討を提案した。
・財政課査定の段階では、うち7事業が指定管理者制度の導入を予定している。

・なお、全庁的な委託対象事業の把握や実施時期等については、市場化テストの実施にあわせて改めて検討したい。

総務部 行革推
進課

保育園の管理運営の方向性が決定
した状態

【数値目標】
重点取組13全体で3億400万円

保育園の管理運営の方
向性決定

○ ○ 　現状のデータを整理した報告書により、保育園の運営管理の方向性の決定に向けて、行革推進課と協議検討し、保育園の運
営管理の方向性を検討するための比較数値と比較方法について再整理することとした。（関係課との意見交換）

市民生
活部

次世代
育成支
援課

平成19年度に1校の委託を開始でき
る状態

【数値目標】
重点取組13全体で3億400万円

調理委託対象校の選定
完了
保護者説明会、委託業者
の選定・契約等の事務処
理完了

○ ○ 学校給食調理業務民間委託については、11月に市長、助役との方針協議を終了した。12月に学校給食運営委員会を開催し、学
校給食調理業務の民間委託の進捗状況の報告と委託校の選定について協議を終了した。
　今後、業者選定委員会の立ち上げと、委託校と委託校の保護者及び議会への説明を実施し、平成19年度4月の1施設での試
行に向けて取り組んでいる。
　保護者の理解を得ること、また、市内業者の選定に関してはハードルが高いと認識している。

（今後に向けた課題）
　19年度1校試行中に委託校内に協議の場を作って課題を整理し、20年度以降の委託計画に反映する。

・方針の概要
  最小の経費（現状の経費削減）により、最大の効果（サービスの維持）をあげるために、民間業者の豊富な経験と調理内容に
応じた柔軟な人員配置等のノウハウを活かすことが最も効果的な方法であることから、民間へ学校給食の調理業務を委託す
る。
・委託校の選定
  平成19年度の試行に当たっては、栄養職員の在籍校で、ドライシステム施設の調理場が設置してある学校を１校を委託する。
・組合との関係
  平成15年11月に学校給食調理業務の民間委託について検討を開始したことを伝え、平成18年12月に学校給食調理業務民間
委託を平成19年4月から1施設で試行することを伝える。

教育委
員会

学校教
育課

36

公の施設について、サービスを維持
しながら市の直営時より経費が削減さ
れることを前提に、市職員が直接管
理しなくてもよい施設に指定管理者
制度を導入し、職員数を削減します

指定管理者制度の導入計画と方針
が改訂された状態

【数値目標】
重点取組13全体で3億400万円

既に管理委託している
192施設への導入開始
市直営で運営している施
設での導入方針決定

○ ○ ・第２回公共施設検討委員会を開催(12/5)し、今後の指定管理者制度の導入計画を説明して委員会の意見を集約し、今後の導
入計画に反映させた（19年度に導入作業を行う施設：7施設）。
・12月議会において、新規1施設、更新12施設の指定管理の指定を受けた。

総務部 行革推
進課

37

市職員の給与について、地域の経済
情勢を反映し、地域の実態に即した
レベルとします。

国と同様の級別職務、昇給運用（36
短等の廃止）が平成19年度から実施
できる状態。

級別職務・昇給運用の見
直し

○ ○ ・職員労働組合と級別職務、昇給運用について、平成19年度から見直しに向け協議することで合意した。
・級別職務・昇給運用の見直しは、今までの制度運用の大幅な変更となるが、職員の給与について市民の理解を得られるよう職
員労働組合と調整を図っていく。

総務部 人事課

38

事務事業の廃止・休止、業務執行の
効率化などを通じ、時間外勤務手当
を削減します。
＊旅費計算や伝票処理など庶務業
務の集中化、契約事務の簡素化（長
期継続契約＊注9導入）、情報管理
システムの見直しなど含む

【数値目標】
20,750千円
削減

削減する勤務時間8,300
時間

進捗状況に応じて改善指
導

○ ○ ・月々 の時間外実績を基に11月に目標時間の見直しを行った。
・目標時間の総時間数は変更せずに部門間での調整を行った。
・平成18年度は平成17年度実績（災害等を除く）178,829時間の10％減である161,000時間を目標として、時間外勤務の縮減に取
組んでいるところであり、12月末の状況から行革推進計画の5％減は確実に達成できる見込みである。
・平成19年度も平成18年度実績を基にして更なる削減に向けて取組んでいく。

総務部 人事課

前ページの続き
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39

特殊勤務手当について、社会情勢や
職場環境の変化等を踏まえて抜本的
に見直します

特殊勤務手当本来の趣旨に立ち返
り、対象勤務の適否のほか月額特
勤、給与の重複支給等の観点から25
種類ある手当の総点検及び見直しを
行い、平成19年度から改正後の特殊
勤務手当支給を実施できる状態

見直し方針決定 ○ ○ ・すべての特殊勤務手当について職員労働組合と協議中。
・平成19年4月から速やかに実施できるように3月末を目処として職員労働組合と調整を図る。

総務部 人事課

40

その他の手当について、支給のあり
方や金額の算出方法などを見直し、
削減します

【数値目標】
90,000千円
削減

通勤手当見直し実施 ○ ○ ・通勤手当については、18年4月1日に規則を改正し、新潟県、新潟市、長岡市並みとし、年間で90,000千円の削減を図った。
・19年度以降における各種手当の見直しについては、国の基準と異なる自己所有の住宅に居住する職員への住居手当の支給
期間の見直しを職員労働組合と協議中である。

総務部 人事課

41

市場化テストの実施により、市が落札
する業務の効率化、あるいは、民間
企業等の落札により、コストを削減し
ます

市場化テストに対する市の基本方
針、対象範囲、実施方法が決まった
状態

ガイドライン策定 × ○ ・市場化テストの実施に向けたガイドラインのたたき台を作成中。
・年度内にガイドラインを作成し、19年度で対象業務の選定を行う予定。

総務部 行革推
進課

42

土地開発公社が先行取得した用地
の買戻しを促進し、公社経営の健全
化を目指します

【数値目標】
892,363千円
買戻し

公社からの買戻し ○ ○ ・公社からの買戻し（1,097,512千円）

H18見込額 1,148,437千円

関係部署へ働きかけた結果、関係事業の進展から公社保有土地の買戻しが進み、本年度においては目標額を大幅に上回っ
た。
買い戻しは行政ニーズと財政運営に影響されるため、担当部署としての評価には課題が残る。

財務部 用地管
財課

43

企業団地や市の利用計画がなくなっ
た土地について、不動産取引に精通
している民間企業の協力を得て、官
民一体となった販売促進を展開し、
保有額の削減を図ります

【数値目標】
1,520,000千円
削減

＊保有地の民間への売
却
＊販売促進チームの設
置（３０名以内、民間の専
門家を含める。）
＊会議の開催（月１回、た
だし必要な場合には随
時）
＊情報収集と企業訪問
訪問目標７００社

○ ○ ①目標達成見込み
　　○12月現在売却成約状況・・・20件
　　　　95,276.91㎡　　　1,284,983千円
　　○Ｈ19．1月以降売却見込み・・・　4件
  　　   19,450.85㎡　 　　189,423千円
　　○12月現在割賦販売成約状況・・・10件
　　　 　3,671.37㎡　　  　140,426千円
　　○別に長期貸付実績（本年度のみ）・・・3件
　　　　23,699.63㎡　　  18,154千円/年
　　　計：1,632,986千円

　　○販売促進チーム25名で設置し、6月から12月
　　　までの期間、一月一回促進会議を開催
　　○販売促進チームで販売促進活動の一環で企業訪問を展開中

②取り組みの反省点、現状認識、課題と19年度対応
　　○　チーム員や協会の活動により、公社の現状や公社保有地情報などが市民に伝わり、土地の問い合わせ等が多く寄せ
　　　　られ、販売促進に結び付いたと認識している。
    ○　企業訪問目標達成に対し、訪問報告は企業情報となることから、進捗管理できる方法が課題となった。1年間の活動経
　　　　験を踏まえ、対応策を現在、事務局長レベルで検討中。
　　○　19年度は、民間チーム員を拡充し、保有地情報を積極的に提供し、販売促進を図る。

土地開
発公社


