
1　中目標及び重点取組の目標到達状況
＊中目標１については、18年度の単年度目標を設定していなかったことから、推進計画の最終年度である平成22年度時点の目標に対する到達度合いを評価してある。

内容 到達基準
到達
状況 達成状況等に対する認識 内容

18年度目標
（到達基準）

到達
状況 18年度の達成状況に対する認識 № 内　容 達成

状況

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、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、職員の人件
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

○（一部
×）

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

×

重点取組 具体的な取組項目（詳細は4ページ以降にあり）中目標

　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22件に止まった一方、職員の自主研修については、全職員の2割
強にあたる483人が受講（17年度より38人増）している状況にある。
　また、例えば総合計画の改定にあたり実施された「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した実態がある。
　上記を踏まえると、数字上は職員の仕事に対する前向きな意欲が若
干向上したように見える。ただし、職員提案や自主研修に参画しない
多くの職員の意欲がどのような状態にあるのか不明であることから、「良
い方向に向かっている」といった甘い認識は持てない。
　以上から、今後は、職員の仕事に対する意欲等の現状を把握しなが
ら、職員提案制度の見直し、あるいは、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を用いることで、
引き続き前向きな意識の醸成に努めていく必要がある。

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などの見直しが活発に起きたとは言
いがたい。
・人件費については、金額ではなく人数で配分したが、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、職員の人
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などにより、十分な見直しが進まなかった
と考える。

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、品質マネジメントシステム（ＩＳＯ9001）の認証を3課室で取得し、
19年度の全庁展開の目途が立ったとともに、認証を取得した部署にお
ける意識高揚が実感できた。
　しかしながら、市全体でみると、民間ノウハウを活用したマネジメントシ
ステムの作動には至っていないと考える。

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×

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×

行政改革推進計画の取組結果の詳細一覧表

・職員の仕事に対する前向きな意欲は、目に
見えて大きく向上しているとは言えないが、意
欲向上に向けた課題や新たな手段が見えて
きた。今後は、職員の意識などの現状を把握
して適切な対応策を講じていく必要がある。

・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。

・行政運営システムを効果的に回すための課
題が見えてきた。
→ＰＤＣＡサイクルよる行政運営を行う上で、
組織目標から職員へのブレイクダウンによる
「目標の体系化（可視化）」、予算編成・事業
進捗管理・事業評価、人事考課といった個別
システムの関連付けなどが必要。

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。

1

資料２



内容 到達基準
到達
状況 達成状況等に対する認識 内容

18年度目標
（到達基準）

到達
状況 18年度の達成状況に対する認識 № 内　容 達成

状況

重点取組 具体的な取組項目（詳細は4ページ以降にあり）中目標

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

×

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

×

3 数値目標は達成した。

　事務事業の再編成や統廃合、業務執行経
費の縮減といった取組については、目標額を
達成しても、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、職員の意識啓発や行
政運営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。

おおむね順調に推移しており、目標を達成し
た。

　徴収額の目標3億5,930万円に対し徴収実績3億9,299万円となり、本
取組の基準額である2億8,734万円と比較し、約1億564万円の増額と
なった。
　その結果、数値目標である7,200万円を約3,364万円上回った。
　今後は、18年度の新規滞納者対策の強化、未折衝者対策の強化、
住所が一定しない派遣会社勤務者社員に対する滞納防止、納税意識
のない外国人労働者に対しての徴収確保、納税意識の啓蒙、口座振
替の推進、コンビニ収納等新たな納付方式の導入検討などを進め、引
き続き滞納の整理を進めていく。

7 受益者負担の適
正化

―

＊19年度から数値目標設定

－ 　公の施設における使用料の見直し作業が進み、減免基準の見直しも
含めると、19年度は約1,200万円の歳入増加を見込んでいる（平成20
年度以降は約2,700万円の歳入増加を見込む）。
　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

○

1億564
万円

　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361万円の収入となった。
　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

○

2億800
万円

　県の道路整備・河川改修事業に伴う市有地の売払い、工場・店舗・
民間宅地造成による大規模な旧法定外公共物の売払いなどで売却益
が約1億2,700万円となる。貸付益の約8,100万円と合算すると、約2億
800万円となり、数値目標を達成した。

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

○

361万円

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

○

4億
2,700万

円

　廃止した事務事業の削減額が約4億2，7000万円（64件）となり、数値
上は目標を達成した。
　ただし、どのような理由により廃止したか把握できなかったことから、
「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」など、本推進計画に掲げた具体的な取組項目の考え方によ
るものかどうかが判断できない。

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

○

1億240
万円

　具体的な取組項目全体で約1億240万円の削減となった。
　・光熱水費：約1億211万円の減。
　・事務用紙代：約37万円の減。
　・臨時職員賃金：約8万円の増。

　正規職員の削減方策として、臨時職員の活用が有効であることから、
18年度において臨時職員の賃金は減らなかった。今後も正規職員の
削減の取組を優先することとし、臨時職員は必要に応じて活用してい
きたい。

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

○

9億8,090
万円

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

○

3億1,725
万円



内容 到達基準
到達
状況 達成状況等に対する認識 内容

18年度目標
（到達基準）

到達
状況 18年度の達成状況に対する認識 № 内　容 達成

状況

重点取組 具体的な取組項目（詳細は4ページ以降にあり）中目標

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
セクターの経営状況、経営改善に向けた取組等の実態把握に努めた
が、基本方針のあり方についての検討が不十分であったため、18年度
中の基本方針策定に至らなかった。
　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。
　19年度は、以下の課題を踏まえ、基本方針のあり方を再検討した上
で、できるだけ早期に方針案を策定し、それ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る。
・市が資本金の25%以上出資している法人のうち、直近の決算期にお
いて赤字の団体が8法人あること。
・黒字法人でも、多くは市の財政支援で黒字となっている状況であるこ
と（市の財政援助なしでの黒字団体は2団体）。
・同種の目的を持つ法人でありながら、市の財政支援に法人間に格差
が生じていること。

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

○

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

× 　市場化テストの実施に向けたガイドライン案を作成したが、この間、制
度の詳細を検討してきた結果、条例制定が必要という認識に至ったこ
とから、その前段となるガイドラインについても、改めて内容を精査した
いと考えたことから、年度内の策定を見送った。
　今後の市場化テストの導入については、市場化テストが公共サービス
のあり方や公務員のあり方等を大きく見直すことにつながる可能性があ
ることから、より十分に精査して制度を設計していく必要がある。

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

○

○

32億
2,000
万円

　公社保有地の削減と経営の健全化を市の重要課題とし、販売促進
チームを発足するなど体制を整備して販売促進に取り組んだ結果、市
による土地の買戻しが約12.6億円、民間等への販売契約が約19.6億
円となり、合計で約32.2億円となった。

・市の買戻しなどが約12.6億円、民間への売
却（契約）が約19.6億円となり、合計で約32.2
億円分の保有土地を削減した。一方、公社に
よる新規購入等が約11億円となり、差し引き
で約21.2億円の保有土地の削減となった。

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

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

×

21億
2,000
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、通勤手当の見直しによる9,000万円の削減
と時間外勤務手当の約4,450万円の削減をあわせて約1億3,450万円
の削減となり、18年度目標である1億1,100万円を超えて達成した。
　なお、特殊勤務手当についても見直しの方針を決めて19年度から一
部を廃止している。

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

○

3億
1,700万

円

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

○

1億
3,450万

円

　17年度当初から18年度当初にかけ、2,361人から2,319人に削減（42
人減）し、人件費を約3億1,700万円削減したことから、18年度目標（3億
400万円削減）を達成した。
　なお、18年度当初から19年度当初においても79人削減し、人件費を
3億200万円削減した。
　今後も可能な限り前倒して削減していく。



2 具体的な取組項目の目標達成状況

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。

○ ○目的と目標の設定状況について
19年度予算の要求時における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。
その後、当課から設定ポイントを事務事業ごとに提案したところ、予算要求説明書上
は、おおむね適切な目標が記述されたことから、精度の高さは別にしても、少なくとも
目標の意図は読み取れる状態にあると考える。
以上を踏まえると、すべての事務事業の目標が適切に設定され、その意図が読み取
れる状態には至らなかったと考える。
○進捗管理の状況について
・1年間を通じた全庁的な進捗管理に初めて取り組んだが、少なくとも、定期的な進
捗把握や部局長への報告等は定例化したと考える。

○目的と目標の設定について
議会常任委員会資料を作成する段階で各課が改めて目的や目標を精査したところだが、新た
に資料に記載された事業を見ると、適切とは言えない目標が設定されているケースが散見され
た。このことから、事務事業の目的はともかく、目標の設定については、本当に正しく理解して
いるとは言えないと考える。
○進捗管理について
・事務事業1件ごとの進捗管理表でスタートしたが、組織全体の進捗状況の把握が煩雑である
という意見があった（各部署から「部局または課単位で全体的な進捗状況が一目で見れる様式
にすべき」との提案を受けた）。
・目標や工程の修正に関するルールを明確にしてこなかったことから、安易な修正が行われ、
所期のねらいが本当に達成できたのかどうか不明確な事業があったと思われる。

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

× 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と考える。

組織をマネジメントするという管理職の機能が果たされるようにするためにも、ＰＤＣＡサイクル、
とりわけ、チェックからの計画策定（目標設定、作業工程設定など）の重要性と手順等の理解と
実行を徹底する必要があると考える。

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

× 当初は、職員提案制度の見直しとともに小集団による業務改善活動の仕組みを構
築し、全職員がなんらかの形で改善活動に携わる予定だったが、ＩＳＯ9001を19年度
の後期から全庁展開することとし、18年度における業務改善活動の仕組み構築を見
送ったことから、目標とした「自らがテーマを定めて改善する、という行為を全職員が
行った状態」になったとは言えないと考える。
なお、一部の職員においては市のサービスや仕組みなどに対する問題意識を持ち、
職員提案をしたり研修などに参加したりしている実態もある。

○職員提案制度について
・平成18年度は、22件の提案があった。
・現在制度は、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。
・制度の見直し案を職員参加のもとで作成し、庁内や行革市民会議から提案等をいただきな
がら、19年度中に新しい制度をスタートする。
○小集団による業務改善活動について
まずは課内の職員間の話し合いによる業務改善を推進するよう、ＩＳＯ9001を通じた取組をする
必要がある。あわせて、各課等での改善成功例を全庁に公表し、改善がより進むような仕組み
も検討する必要がある。

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

× ・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。
・管理職については、勤勉手当への反映を実施済み。

・指摘されている課題等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。

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 ○ 自主研修の受講については、イントラでの定期的な受講募集通知や通信教育講座
のパンフレットの配布など、積極的な周知を行った結果、昨年度の44人、3グループ
(401人)を上回る57人、6グループ(426人)が受講したことから、18年度の目標は達
成。

昨年に比べで受講率は向上しているが、自主研究グループを除き、当初予定人数には達して
いない。また、ほかの公募研修においても、受講希望がない研修科目も見受けられた。

人事課

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

○ 総務省、環境省、厚生労働省、新潟県など合計9カ所に職員を研修派遣するととも
に、災害復旧や後方支援のため職員を派遣。
定期的な報告会を実施し、レポートをイントラに掲示することにより、職員に周知して
いる。

派遣研修職員と本庁との情報連絡や交換等が適切に行われているとは言いがたい状態であ
り、双方の情報の共有やノウハウの伝達など、派遣職員の活用を考えていく必要がある。

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

○ H18.8.24に「平成19年度予算に係る重点施策検討会議」を開催し、各部局の重点施
策を経営層で共有した。
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。

経営層による政策論議と財政状況（中期財政計画）を踏まえた主要事業の優先順位付けを協
議する場と時間を持つことが必要

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

○ H18年度予算に引き続き事業費の枠配を実施するとともに、人件費を人数で配分。
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
把握したが、十分に活用されなかった。
H18年度予算での反省を踏まえ、H19年度予算は市債＋一般財源で枠配を実施し
総額を抑制。

H19予算編成の反省を踏まえた事業費の枠配方法の改善。
人件費の枠配方法の改善と職員への意識付けが必要。

・部局課から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、
さらには、人件費を削減した部署には事業費予算を上乗せできる仕組みが用意されていな
かったことが大きな要因ではないかと考える。
・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
を見直す必要がある（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
直しを加速することや、人員の削減が純減となったり委託費の増となったりするなどいろいろな
ケースがあることから、人件費＋事業費で配分・査定すること、など）。

財政課

具体的な取組項目 18年度目標
現状認識 課題認識

18年度目標の
達成状況

18年度末時点における認識（現状と課題）

所管課№



具体的な取組項目 18年度目標
現状認識 課題認識

18年度目標の
達成状況

18年度末時点における認識（現状と課題）

所管課№

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

× 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
把握したが、十分に活用されなかった。

・部局課から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、
さらには、人件費を削減した部署には事業費予算を上乗せできる仕組みが用意されていな
かったことが大きな要因ではないかと考える。
・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
を見直す必要がある（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、人員の削減が純減となったり委託費の増となったりするなど、いろいろなケー
スがあることから、人件費＋事業費で配分・査定する、など）。

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

× ・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

○（一部×） ○人件費の把握について
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るようにした。
○世代間の負担把握について
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。

○人件費の把握について
18年度の取組を継続することで情報の蓄積を図る必要があると考えるが、その際は、総合事務
所における人件費の把握方法、年度途中での欠員等の取扱方法など改善が必要。
○世代間の負担把握について
世代間の負担のあり方を整理した上で、将来世代への負担を見越した予算管理ができるよう
にする必要がある。

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

○ ・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。

・推進員を登用する、という取組自体は完了。今後は、日常業務の中で行革推進課が専門員
とともに様々 な取組を展開していく。
・改革を進めるためには、職員の感性を高めることがポイントであり、その感性を磨き、そして必
要なノウハウを身に付けるためも、専門員から学び取っていかなければならない。

行革推進課

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

× ・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。３月に認証を取得した。

・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、全庁での定着には至っていな
い。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必要な準備作業を経
て、19年度後期からの運用により、組織全体に定着させる。
・全庁に展開して効果を上げるためには、既存の各システム（人事考課、予算編成、事業評
価、進捗管理）を見直し、改善する必要がある。

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

○ ・徴収額の目標359,304千円に対し徴収実績392,992千円となった。
・結果として、本取組の基準額である287,343千円と比較し、105,649千円の増額とな
り、数値目標である71,961千円を33,688千円上回った。
・市税等納入促進員の増員や収納課の組織を改編し、初期滞納対応体制を整え
た。
・差押さえ強化（課全体では17年度実績244件に対し、340件）やインターネット公売
（3回、56件）等積極的な滞納整理を行った。
・現年度、滞納繰越者への納税催告書の発送を3回実施。
・50万円以下の滞納については納入促進員による訪問徴収を実施。また、50万円以
上の滞納及び納入促進員による対応が困難なものについては、収納課第一・第二
係の職員による訪問、文書催告及び財産調査に基づく不動産・保険・預貯金・動産
等の差押さえ260件を実施した。

・18年度新規滞納者対策を強化し累積滞納化を防止する。
・未折衝者対策を強化する必要がある。未折衝者の内訳、所在不明1,005件、多重債務222
件、納税意欲欠如625件、自己破産148件である。これらのものについては、住所登録があるも
のの居所を転々 としており、実態がつかめない状況である。
・勤務先がわかるものについては会社へ問合せや財産調査を実施し滞納処分へ移行するが、
個人や中小企業への勤務のため、給与差押したくても会社からの協力が得られないケースが
多い。
・分割納付については、定期的に納付状況を把握し、納付がなければ電話催告や促進員によ
る自宅訪問を実施し納税を督促する。
・19年度税源委譲による市県民税滞納激増と、その影響による他の税、使用料等の滞納増加
に適切に対応する組織づくりが必要がある。
・「納税者の利便性」、「納期内納税の促進」、「徴収率の向上」の三点を達成すべく、口座振替
を推進するほか、コンビニ収納等新たな納付方式の導入を検討する必要がある。

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 ○ ・長期、高額、悪質困難な460件を対象に、呼出や捜索を5件実施するなどの財産調
査を行い、110件差押さえ処分した。しかし、滞納額が多額のため完納にいたったの
は10件程度、分納開始が70件であり、今後も引き続きあらゆる手段を講じて財産調
査に努めなければならない。
・市外地区1,800件の滞納者のうち、自営業者を除く1200件に対し勤務先等調査を
実施した。また、月別に強化月間をたて長野市、新潟市、長岡市、柏崎市周辺の預
金調査と市役所への実態調査を実施した。その結果、差押可能な給料や貯金９１件
に対し差押さえ処分した。しかし、高額な貯金を所持するものは少なく、完納にい
たったのは15件程度であった。今後は生活困窮者、行方不明者に対する処分を検
討実施しなければならない。
・倒産法人に対しては、事前調査の徹底により他の機関より早く差押さえ処分を実施
した。、また、高額な差押可能物件を発見し、税収確保に努めた。
・差押処分としての「タイヤロック」の訓練を、報道機関に公開することにより、テレビ
放送等のマスコミ効果を利用した納税の啓発を行い、滞納者の歯止めと増収を図っ
た。

・長期、高額、悪質な滞納者のうち大部分が滞納額に見合う財産を所有していない。財産のあ
るものに対しては差押、換価処分を行い、財産のないものに対しては執行停止等の処分を行
う。
・市外案件については、大部分が低所得者で分納額が小額のため滞納額に追いつかない。ま
た、外国人労働者も多く翌年度課税されるため課税されるときには市外転出や出国するため
徴収することができない。財産発見に最大限努めるが、財産のないものに対しては執行停止
等の処分を行う。

・住所が一定しない派遣会社勤務者社員に対する滞納防止を図る。
・納税意識のない外国人労働者に対しての徴収確保。
・マスコミ効果を利用し「徴収月間等」の浸透を図り、納税意識を啓蒙することによる徴収確立。
・実態のない法人や、相続放棄した不動産の処分について時間と滞納処分費がかかるので処
分方法の検討。

収納課



具体的な取組項目 18年度目標
現状認識 課題認識

18年度目標の
達成状況

18年度末時点における認識（現状と課題）

所管課№

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

○ ・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する。
・なお、減免基準の見直しも含めると、平成19年度は約12,000千円、平成20年度以
降は約27,000千円の歳入増加が見込まれる。

・使用料の見直しについての作業を完了し、各施設の使用料の条例改正を３月議会に提案し
た。
・今回の見直しが、施設の利用に及ぼす影響の有無等について利用実績等を通して検証して
いく必要がある。

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
に適切に負担が設定されている状態

× 予算編成開始時に、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。

市が無料で提供するサービスを受ける人と受けない人の税の公平性を高めるため、負担のあ
り方を整理し、新たな負担が必要な事業を把握する必要がある。

行革推進課

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

【数値目標】
　
総務課：410千円

○ 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、約928
千円の歳入があった。

より多くの企業等から参加していただくためのPR方法の検討 総務課

【数値目標】
　
広報対話課：2,394千円

○ 8月から広報じょうえつ（毎号8枠）、ホームページ（毎月6枠）を掲載し、2,537千円の
歳入となった。
※11月、12月のホームページについては、各月5枠の掲載。

・ホームページへの掲載希望が比較的少ない。（ホームページの付加価値を高めるため、魅力
あるサイトを構成することが必要）

広報対話課

【数値目標】
　
市民課：74千円

○ ・広告枠３に対し、３事業者から入札していただき、計画どおり窓口用封筒・各種通知
送付用封筒に広告を掲載し、154千円の歳入となった。

・広告募集から掲載まで、約３か月の期間を要する。
・入札希望広告事業者数を増やすため、有料広告事業を今年度以上に周知する。

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

○ 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を聴取
し、提案書を受領。
具体的な実施方法について研究し、H19年度はモデル的に実施することとし、H19
予算に広告料を計上。

H19年度のモデル事業実施でのノウハウの蓄積と課題の整理及び要綱の改正 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

○ 県の道路整備や河川改修事業に伴う市有地の売払いや、工場・店舗・民間宅地造
成による大規模な旧法定外公共物の売払いがあったため、売払い実績は約127,000
千円になる。

・廃校等の用途廃止財産で、買受希望のないものがある。
・売払い申請があっても、売買価格が折り合わず契約に至らない場合や、基金財産等では、
地価の下落により売払い価格が取得価格を下回ってしまう場合がある。
・土地の所有区分の関係や、公図と現況が合わず調整が必要な案件がある。

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

○ ・今年度の実績については数値目標に対し、約6％増の81,000千円となる。 ・貸し付けを行っていない遊休財産等の情報整理を行う必要がある。 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。

事務事業と上位施策の体系を整理し、同一施策内で部局を越えて類似する事業がないか把
握し、見直しを行う必要がある。
政策・施策と部署のマトリクス表が使えるかどうかを検証が必要。

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

○ ・事務事業の所管課が現実的な視点で仕分けを行うとともに、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仕分けを行った。
・しかしながら、官か民かという仕分けの結果を持って事業を見直す、ということはほ
とんどなかった。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。

現実的に市に求められるニーズ等を踏まえて事業を実施することから、「官か民か」という仕分
け作業は、事業実施の根本に立ち返る作業としては有効だが、事業見直しに関する実効性は
低いと考える。
ただし、「民ではできない」という理由は何か、という視点で評価することは重要。

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

○ ・各課、各部局における予算編成作業の過程で、政策ごとの事務事業一覧表を作成
し、政策内での事務事業の優先順位を付けさせた上で、課長及び部局長の査定を
実施。
その査定の中で、一部の事務事業が廃止、休止されたものの、1件の漏れもなく廃
止、休止されたかどうかは判断ができない。

事業を見直すにあたっては、受益者等との協議に多くの時間とエネルギーがかかることを踏ま
え、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必要がある。

行革推進課

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

○ 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。
・18年度で廃止した補助金等：87件、288,614千円

目的・目標の明確化とゼロベースでの見直し 財政課

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の審議を通じ、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）意見集約を図ったが、施設の統廃合に関する調査が
計画どおり進まなかった。

19年度上期の早い段階で統廃合の基本方針を策定し、実施に移す必要がある。 行革推進課



具体的な取組項目 18年度目標
現状認識 課題認識

18年度目標の
達成状況

18年度末時点における認識（現状と課題）

所管課№

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

○ ・3月末時点の使用料の実績累積額：1,339,194,千円となり、年度当初の使用料目標
である1,441,310千円（17年度使用料）を102,118千円下回った。

・向こう5年間を同じペースで削減するという取組が現実的かどうか精査する必要がある。 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

○ 17年度の使用枚数17,552,856枚に対し、平成18年度の使用枚数16,871,983枚で
680,873枚の削減となり、金額に換算すると約378千円の削減となる。

・向こう5年間を同じペースで削減するという取組が現実的かどうか精査する必要がある。 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

○ 関係課の職員等で構成する電子市役所推進部会を7回開催し、電子市役所推進の
基本的な考え方（方針）を整理した。

市が持っている様々 な情報資産や個別システムの現況を把握し、システム導入に関わる具体
的なルールの策定や全体最適化の検討をする必要がある。

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

× ・対象とする臨時職員の賃金については、予算ベースでは17年度予算に対して
14,517千円の削減を予定したが、決算ベースでは、逆に35千円の増加となった（17
年度決算397,415千円に対し、18年度決算397,450千円）。

・正規職員の削減方策として、臨時職員の活用が有効であることから、18年度において臨時職
員の賃金は減らなかった。
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
て配置することは、人件費総体の削減には効果的であることから、当面は臨時職員の活用は
継続していく必要があると考える。

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

× ・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
営状況、経営改善に向けた取組等の実態把握に努めた。
・基本方針のあり方についての検討が不十分であったため、18年度中の基本方針策
定に至らなかった。
・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。

・市町村合併により市が出資する法人等が大幅に増え、観光や農業など同種の目的を持つ法
人が存在することとなった。その内、市が資本金の25%以上出資している法人が26であるが、直
近の決算期において赤字の団体が8法人であり、総じて経営状況が芳しくない。
・黒字である法人でも、多くは市から多額の財政支援で黒字となっている状況であり、市からの
財政援助なしでの黒字団体は2団体のみである。
・同種の目的を持つ法人でありながら、市の財政支援に法人間に格差が生じている。
・19年度は、上記のような課題を踏まえ、基本方針のあり方を再検討した上で、できるだけ早期
に方針案を策定し、それ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。

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

【数値目標】
重点取組13全体で3億400万円

○ ・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。
結果として、平成18年度当初の2,317人から2,240人と77人の削減となり、行革推進
計画を前倒しした削減を達成した。

・今後、団塊の世代の大量退職により、毎年80人程度の定年退職者が見込まれるが、退職者
の半数程度の新規採用とした場合、定年退職者のみでは、行革推進計画の削減目標を達成
できないことから、退職者の動向等を踏まえ、適正な職員採用計画を策定する必要がある。

人事課

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

【数値目標】
重点取組13全体で3億400万円

○ ・合併時から各区総合事務所においてグループ化を実施し、今年度は、人事課及び
教育総務課に導入し、本庁における導入の課題等について実務の中で検討した。
・各課とのヒアリングの結果、19年度から行革推進課、契約課、国体推進課、財政課
においてグループ化を実施することとした。

・単に係を廃止しただけでは、これまでの係体制の意識が抜けず、従来どおりの事務分担で業
務が進められてしまう恐れがある。
・グループ化する場合には、各課等の業務を再点検し、主任以下の職員をその業務に応じて
シェアするという考え方を徹底する必要がある。

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

○ ・勧奨による退職者数が60人を超え、定年退職者と合わせて113人が退職し、新規
採用予定者を差し引いても平成18年度当初の2,317人から2,240人と77人の削減とな
り、行革推進計画を前倒しした削減を達成した。

・今後、団塊の世代の大量退職により、毎年80人程度の定年退職者が見込まれるが、退職者
の半数程度の新規採用とした場合、定年退職者のみでは、行革推進計画の削減目標を達成
できないことから、引き続き勧奨退職を継続するとともに、退職者の動向等を踏まえ、適正な職
員採用計画を策定する必要がある。

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（委託全
般）

（市業務全般）
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

○ ・専門的、定型的、臨時的な業務については、予算の範囲内で委託し、正規職員の
事務従事量の削減に寄与したと考えることから、間接的には職員削減にも寄与した
と考える。
・なお、19年度予算編成においては、学校給食の料理業務委託を除き、職員の削減
に直接的につながるような大規模な委託はなかった。

・業務委託は、業務の実態を踏まえて各課で実施しており、学校給食調理業務等の委託を除
き、職員削減につながるような大規模な委託は現行では想定しがたい。
・職員の削減に対応するような委託は、人件費の枠配分が事業費の枠配分とともに有効に機
能することによって一層進むと考えることから、それを踏まえて20年度予算の編成方法を見直
す必要があると考える。

行革推進課

（保育園業務）
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

○ 公立保育園の管理運営のあり方について、仮に民営化した場合、財政面からだけで
なく、民間事業者のノウハウを生かし、保護者の多様な保育ニーズに応える、幅広い
保育サービスが提供できるものと期待できる。

民営化を進める場合でも、地域や保護者の意向を十分に把握した上で、慎重に取り組む必要
がある。

子育て支援
課

（学校給食調理業務）
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

○ 城北中学校の調理業務を（有）太陽食品に委託するため、細部に亘る打合せを行
い、4月1日付けの契約後に速やかに業務に当たれるように準備を完了する。
実施後に検証する検証内容、検証方法、検証時期を定める。

委託業務の確実な遂行と検証 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

○ ・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。
・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。
・18年度末では、233施設に指定管理者制度を導入している。
・光ケ原高原観光総合施設等の指定管理者であった新井リゾート㈱の破綻により行
政サービスが停滞した。

・新年度では、13施設が指定管理者制度の導入に向けた取組を行う。
・今後、更新時期を迎える施設が多くなることから、その導入効果を検証し、改善策等を検討
する。
・指定管理者の選定に当たり、経営状況等の更なる精査が必要である。

行革推進課



具体的な取組項目 18年度目標
現状認識 課題認識

18年度目標の
達成状況

18年度末時点における認識（現状と課題）

所管課№

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。

× 新給与制度が完成する平成23年4月を目処として、見直しを含め、実施方法を協議
することとなった。

旧給与制度にあった特別昇給制度が廃止され、勤務実績の反映が導入されたので、当市の
人事考課制度が本格実施すれば、級別職務及び昇給運用について見直しを行えるが、廃止
のみ先行するわけにいかず、本格実施と併せて見直しをする必要がある。

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

○ 年度当初の時間外勤務の目標時間を前年度実績の10％減で設定し、ノー残業
ウィークの試行など様々 な取り組みを行った結果、平成18年度の数値目標である
20,750千円を大きく上回り、44,500千円の削減となる。

事務事業の廃止・休止、旅費計算や伝票処理など庶務業務の効率化、情報管理システムの
見直しなど全庁的に業務の見直しを実施する必要がある。

人事課

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

○ 職員労働組合と特殊勤務手当の見直し協議を進めた結果、現在、支給対象となっ
ている24手当のうち7手当を廃止、5手当の支給対象の変更を平成19年4月から行う
こととした。

・廃止した手当：税務手当、幼児保育手当、清掃施設等勤務手当、夜間特殊勤務手
当、道路上作業手当、除雪手当、公害調査手当
・支給対象を変更した手当：社会福祉業務手当、清掃手当、動物飼育手当、自動車
運転手当、技術職調整手当

今回の見直し対象となっていない特殊勤務手当について、職員労働組合と継続して協議を進
め、平成19年度の早い段階で実施できるようにする必要がある。

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

○ 通勤手当については、平成18年4月から距離区分及び支給額の見直しを行い、約
90,000千円の削減となった。

通勤手当について、現在は、新潟市及び長岡市と同様な水準で支給しているが、国の基準に
まで引下げる必要がある。

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

× ・市場化テストの実施に向けたガイドライン案を作成したが、この間、制度の詳細を検
討してきた結果、条例制定が必要という認識に至ったことから、その前段となるガイド
ラインについても、改めて内容を精査したいと考えたことから、年度内の策定を見
送った。

当初計画では、19年度に対象業務の選定を行い、20年度から試行する予定としていたが、市
場化テストの実施は、公共サービスのあり方や公務員のあり方等を大きく見直すものであること
から、より十分に精査して制度を設計していくとともに、庁内の意思形成はもとより、市民の理解
も重要と考え、工程を見直すこととし、19年度に条例の制定、20年度に対象業務の選定、21年
度からの開始としたい。

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

○ ・実績：市による土地の買戻しが約12.6億円。 ・買戻しの時期が担当課で異なり、公社の計画的な資金運用や事務処理に影響が生じてい
る。

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

○ ・民間等への販売契約が約19.6億円。
・販売促進チームの設置26名設置し、6月～翌年3月まで促進会議開催。
・企業訪問は、訪問報告が企業情報となることから進捗管理の方法が困難となった。

・民間売却保有地の宅建法上による物件化を図ること。
・促進会議での情報交換と毎月開催の見直し。
・企業訪問報告のあり方。

土地開発公
社



【参考】　地方公営企業の集中改革プランの目標達成状況

ガス事業 水道料金統一に伴うガス水道料金システム統
一

H20年度の料金統一に向けたシス
テム統合スケジュールの作成

○ ガス水道料金システム統一に向け、各区システムの現状把握を行
うとともに、システム統一に向けてのスケジュールを作った。

各区毎に旧町村の料金システムを使用しているが、料金統一や経
過措置の終了のタイミングを考慮しながらシステム統一を行う必要
がある。

お客様サービス課

本局で委託済で各営業所で未委託の業務の
民間委託

対象業務の選定 ○ 委託対象業務の選定を行い、１９年度からの委託開始のための予
算措置等を行った。

料金収納関連（現地精算等）については、料金システム統一時に
行う。

各営業所

納期限までに納められていない料金残高の縮
減
※H16年度末残高93,000千円

（縮減額）
5,750千円

○ 滞納者との折衝・処分閉栓等により17年度末残高に対して、
14,889千円の減になり目標を上回ることができた。

今後も、新規の未納累積者が出ないよう、早期の折衝が必要であ
る。

お客様サービス課　各
営業所

職員数の削減
※H17.4.1時点：62人

1人削減
5,705千円

○ 18.4.1異動で1名減 営業所の統合に伴う削減がほぼ完了した後、業務水準を落とさず
人員削減していくのは厳しいものがある。

ガス水道局
総務課

上水道事業 施設の統廃合 営業所統合　（H18.４実施）
650千円

○ 18.4.1で清里区営業所と牧区営業所を統合し南部営業所を設
置。ネットワークの為の費用650千円を削減する。

水道施設の統合については、整備計画を策定し、進めていく必要
がある。

総務課　施設管理課

水道料金統一に伴うガス水道料金システム統
一

H20年度の料金統一に向けたシス
テム統合スケジュールの作成

○ ガス水道料金システム統一に向け、各区システムの現状把握を行
うともに、システム統一に向けてのスケジュールを作った。

各区毎に旧町村の料金システムを使用しているが、料金統一や経
過措置の終了のタイミングを考慮しながらシステム統一を行う必要
がある。

お客様サービス課

本局で委託済で各営業所で未委託の業務の
民間委託

対象業務の選定 ○ 委託対象業務の選定を行い、１９年度からの委託開始のための予
算措置等を行った。

料金収納関連（現地精算等）については、料金システム統合時に
おこなう。

各営業所

納期限までに納められていない料金残高の縮
減
※H16年度末残高83,000千円

（縮減額）
3,000千円

○ 滞納者との折衝・処分閉栓等により17年度末残高に対して、
11,877千円の減になり目標を上回ることができた。

19年度から本局に統合する区の未収金についての対応を確立す
る必要がある。

お客様サービス課　各
営業所

職員数の削減
※H17.4.1時点：80人

1人
5,705千円

○ 18.4.1異動で２名減
但し、簡易水道事業で1名増

営業所の統合に伴う削減がほぼ完了した後、業務水準を落とさず
人員削減していくのは厳しいものがある。

総務課

簡易水道事業 施設の統廃合 営業所統合　（H18.4実施）
650千円

○ 18.4.1で清里区営業所と牧区営業所を統合し南部営業所を設
置。ネットワークの為の費用650千円を削減する。

水道施設の統合については、整備計画を策定し進めていく必要
がある。

総務課　施設管理課

水道料金統一に伴うガス水道料金システム統
一

H20年度の料金統一に向けたシス
テム統合スケジュールの作成

○ ガス水道料金システム統一に向け、各区システムの現状把握を行
うともに、システム統一に向けてのスケジュールを作った。

各区毎に旧町村の料金システムを使用しているが、料金統一や経
過措置の終了のタイミングを考慮しながらシステム統一を行う必要
がある。

お客様サービス課

本局で委託済で各営業所で未委託の業務の
民間委託

対象業務の選定 ○ 委託対象業務の選定を行い、１９年度からの委託開始のための予
算措置等を行った。

料金収納関連（現地精算等）については、料金システム統合時に
おこなう。

各営業所

納期限までに納められていない料金残高の縮
減
※H16年度末残高　4,000千円

（縮減額）
150千円

○ 滞納者との折衝・処分閉栓等により17年度末残高に対して、714千
円の減になり目標をうを上回ることができた。

19年度から本局に統合する区の未収金についての対応を確立す
る必要がある。

お客様サービス課　各
営業所

農業集落排水事業
　使用料の改定（農業集落排水事業）

47,500千円 ○ 使用料については、平成18年5月徴収分から改定後の料金で適
正に賦課徴収済みである。
○平成１８年度実績　　43,169千円
使用料の改定目標との差について
　・新規接続が476戸あり水洗化率が2.7％向上することができた
が、１件当たり平均使用量が0.9ｍ3の減が見込まれ節水傾向であ
るため。
○平成17年度実績
　・水洗化率81.5％
　・１件当たり平均使用量35.2ｍ3
○平成18年度決算見込み
　・水洗化率84.2％
　・１件当たり平均使用量34.3ｍ3

接続率を向上させ、最も重要な財源である使用料収入の増収を図
る。

農村整備課

住宅団地事業 団地の売払い 28,131千円 ○ 今年度の実績については、 5区画30,229千円の分譲となる。 18年度末現在で3団地11区画の未分譲地があるが、地価の下落
が続く中で割高となっているものがある。

用地管財課

産業団地事業 販売促進 割賦分譲・リース制度新設 ○ 産業団地事業特別会計で保有する分譲可能地の分譲促進を図る
ため、割賦分譲・リース制度を新設した。

分譲促進を図るため、割賦分譲・リース制度を新設したものの、周
知の徹底が計らえている状況とはいえない状況。

産業振興課

地方公営企業名 取組内容 18年度目標（作業上の到達点）
18年度目標の
達成状況

18年度末時点における認識（現状と課題） 取組の主管部署

現状認識 課題認識 課名

下水道事業 公共下水道事業
　使用料の改定（公共下水道）

140,566千円 ○ 使用料については、平成18年5月徴収分から改定後の料金で賦
課徴収済みである。
徴収額：148,593千円

全国及び県平均より低い普及率及び接続率をいかに向上させ、
使用料収入の増につなげるかが課題である。

下水道管理課



地方公営企業名 取組内容 18年度目標（作業上の到達点） 18年度目標の
達成状況

18年度末時点における認識（現状と課題） 取組の主管部署

現状認識 課題認識 課名

販売促進計画の策定 販売促進計画の策定 ○ 産業団地事業特別会計で保有する分譲可能地の分譲促進を図る
ため、販売促進計画の策定を策定した。

分譲促進を図るため、割賦分譲・リース制度を新設したものの、周
知の徹底が計らえている状況とはいえない状況。

病院事業 指定管理者制度へ移行 指定管理者制度導入 ○ 18年4月に指定管理者制度に移行した。 特になし。 健康づくり推進課

電気事業 落雷対策の実施 対策の効果に応じて実施を検討 ○ 施設内部の落雷対策は可能な限り実施した。 避雷鉄塔を設置していないため、施設への落雷を避けることはで
きない。

環境企画課

索道事業 集客力向上のための施設の活用方法と運営形
態の検討

運営形態の検討・類似施設の調
査

○ 現在、市の直営で行っているが、今後の運営形態について検討
する。

索道事業のみではなく、金谷山公園を一体の管理としているた
め、費用対効果をふまえ運営形態を検討しなければならない。

観光振興課


