
　　　　　　　　　　　行政改革追加・拡充プログラム（案）

取組区分 № 項目 具体的内容 期待される効果 主管課
実施（予定）

年度
作業工程（各課の対応）

第3次上越市行政
改革大綱における
4つの中目標上の

位置付け

平成21年度

①環境面での貢献度の試算、ESP事業の研究
を行う。
（環境企画課）
②環境企画課による環境面での絞込みを受け
て、シミュレーションの作成を行う。
（用地管財課）

平成22年度
導入する。
（用地管財課）

平成21年度

①施設ごとの使用量・口径等の一覧を作成す
る。
（ガス水道局お客様サービス課）
②ガス水道局作成の資料を基に、対象施設の
絞込み、シミュレーションの作成を行う。
（用地管財課）
③公立保育園で先行実施する。
（子育て支援課）

平成22年度
実施する。
（用地管財課）

平成21年度

①公立保育園で先行実施する。
（子育て支援課）
②先行事例を検証し、基準の作成を行う。
（用地管財課）
③施設所管課で実施を検討する。
（各課等）

平成22年度
実施する。
（各課等）

○用地管財課
・各課等

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

1

○用地管財課
・環境企画課

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

【水道料の削減①】

・口径切替（大口径契約→小口径契
約による基本料金低減）

・水道料（基本料金及び使用料
金）　の削減
・下水道料金の削減
・水資源の節約
・CO2の削減

【参考】
平成19年度一般会計の水道料：
約2億7千万円

○用地管財課
・ガス水道局お客
様サービス課

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

光熱水費の削減

【電気料の削減】

・ESCO事業の導入検討

【水道料の削減②】

・個々の蛇口にエコバルブ設置（使用
感そのままで使用量抑制効果）

・電気料の削減
・CO2の削減

【参考】
平成19年度市役所第1庁舎にお
ける導入実績
電気料の削減：5,100千円
二酸化炭素削減率32.9%
平成19年度一般会計の電気料：
約8億円

・水道料（基本料金及び使用料
金）　の削減
・下水道料金の削減
・水資源の節約
・CO2の削減

【参考】
平成19年度一般会計の水道料：
約2億7千万円

歳出削減の取
組

資料３

1



取組区分 № 項目 具体的内容 期待される効果 主管課
実施（予定）

年度
作業工程（各課の対応）

第3次上越市行政
改革大綱における
4つの中目標上の

位置付け

平成21年度

①庁用車のうち一括管理を前提に、対象車両
を把握する。
②人的対応による管理体制及び移行の可否
について検討する。
（総務課）

平成22年度
検討の結果に基づき、対応を行う。
（総務課）

3
非常勤職員の報酬
見直し

・非常勤職員の報酬と勤務実態・内
容について、現状を検証し、必要に
応じて見直しを行う。

・勤務実態に応じて、月額支給
を日額支給に見直すなどによる
報酬の適正化

○行革推進課
・人事課

平成21年度

非常勤職員の報酬・勤務状況の調査を実施
し、他団体の状況も調査した上で、必要な調整
を行う。
（行革推進課）

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

平成21年度

シミュレーションを作成する。現契約が21年12
月末までであり、22年1月以降の対応につい
て、補正を含め検討する。
（用地管財課）

平成22年度
実施する。
（用地管財課）

平成21年度

各被服の使用状況など実態把握を実施した上
で、被服貸与規則の改正など必要な見直しを
行う。
（人事課）

平成22年度
改正後の規則で運用する。
（人事課・各課）

2
庁用車管理の見直
し

・各課所有の庁用車を、総務課が一
括管理し、必要な時に必要な課が車
両を利用できる体制にする。（消防等
の特殊車両を除く。）
・特別職の車両、マイクロバスなど一
部の車両を除く一般車両は、使用す
る課の職員が運転する（運転手による
運行を廃止する）。

・庁用車数の削減
・運転手の人件費等の縮減
・庁用車の効率的運用など

○総務課

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

○用地管財課
・情報管理課

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

5 被服貸与の見直し

4

本庁と区総合事務
所等をつなぐIP電
話回線のPCネット
ワークへの統合

・パソコンのネットワーク回線の容量の
一部を活用し、IP電話回線として使用
することで、別途契約中のIP電話回
線使用料を削減する。

・電話料の削減

【参考】
IP電話回線使用料：約4,800千
円／年
回修等費用：約5,000千円

○人事課

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

・業務内容や職場環境の変化等を踏
まえ、各被服の使用状況や消耗度を
把握しながら、貸与品目、期間等の
見直しを行う。

・貸与品目・期間の見直しなどに
よる被服貸与の適正化
・歳出削減

歳出削減の取
組
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取組区分 № 項目 具体的内容 期待される効果 主管課
実施（予定）

年度
作業工程（各課の対応）

第3次上越市行政
改革大綱における
4つの中目標上の

位置付け

平成21年度
平成22年度

外部委託に関する検討を行う。
（ガス水道局お客様サービス課）

平成23年度
導入予定。
（ガス水道局お客様サービス課）

平成21年度
個人情報の保護や現金支給者への対応策等
も踏まえつつ、袋形式の見直しを行う。
（人事課）

平成22年度
切り替える。
（人事課）

8
市が保有する株式
の売却

・市が保有している株式のうち、売却
が可能なものについて売却を進め
る。

・売却益による歳入確保 ○用地管財課 平成21年度
売却可能性を精査し売却を進める。
(用地管財課)

歳入の発掘と確保

9
三和井ノ口簡易郵
便局の活用

・市が業務受託している井ノ口簡易郵
便局の手数料増収を図るため、公用
利用（返信用切手購入など）の拡大を
図る。

・取扱量の増加に伴う手数料収
入の増加（見込額：240千円）

【参考】
平成20年度の収入実績：5,651
千円

○総務課
・市民課
・三和区総合事務
所

平成21年度
管理する返信用切手の購入先に井ノ口簡易
郵便局を加える。
（総務課）

歳入の発掘と確保

10
ネーミングライツ導
入の検討

・施設や公園・イベントについて、
ネーミングライツを導入する。

・歳入の増加 ○財政課 平成21年度

ネーミングライツに関して、基準の整理など実
施に向けた検討を行う。
今後、経済情勢を踏まえ、適切な時期に実施
する。
（財政課）

歳入の発掘と確保

○ガス水道局お客
様サービス課
・ガス水道局総務
課

行政運営の改善に
向けた体制整備

給与明細の見直し

・現在、給与振込の割合は99％以上
であり、現金支給者を前提とした現行
の給与袋を廃止し、給与明細書の配
布等に切り替える。

ガス・水道料金の
収納業務の委託に
関する検討

・ガス・水道料金の収納業務につい
て、外部委託の検討を行う。

・料金収納コストの削減

・給与明細作成費用の減

【参考】
現在の給与袋のコスト：10.5円/
袋×36,000枚＝378千円

○人事課

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

7

歳出削減の取
組

6

歳入確保の取
組
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取組区分 № 項目 具体的内容 期待される効果 主管課
実施（予定）

年度
作業工程（各課の対応）

第3次上越市行政
改革大綱における
4つの中目標上の

位置付け

平成21年度
実施に向けた検討を行う。
（生活環境課）

平成22年度
実施する。
（生活環境課）

【ごみ指定袋への有料広告掲載の拡
大】

・今後製作する容量１０ℓ以上のごみ
指定袋のすべてに有料広告を掲載

・有料広告収入の増（見込額：
860千円）

【参考】
平成20年度に燃やせるごみ指
定袋のうち容量20ℓにのみ広告
を掲載済み（歳入実績額416千
円）。

○生活環境課 平成21年度
年度下期の発注分から実施する。
（生活環境課）

歳入の発掘と確保

平成21年度
実施に向けた検討を行う。
（保険年金課）

平成22年度
実施する。
（保険年金課）

平成21年度
実施に向けた検討を行う。
（ガス水道局お客様サービス課）

平成22年度
実施する。
（ガス水道局お客様サービス課）

11

○ガス水道局お客
様サービス課

・広告収入の増加（見込額：35
千円）

【参考】
検針のおしらせ：約７万８千枚／
月

【検針のお知らせ等の裏面の活用】

・検針のお知らせ等の裏面に有料広
告を掲載

【送付用封筒への有料広告掲載の拡
大】

・今後製作する封筒やはがき等に有
料広告を掲載

有料広告対象事
業の拡大

【ごみカレンダー、ごみの分け方・出し
方ガイドへの有料広告の掲載】

・全戸配布しているごみカレンダー
（毎年度更新）及びごみの分け方・出
し方ガイド（原則3年ごとに更新）に、
有料広告を掲載

歳入の発掘と確保○生活環境課
・有料広告収入の増（見込額：
45千円）

歳入の発掘と確保○保険年金課

・有料広告収入の増（見込額：
300千円）

【参考】
20年度に作成した封筒のうち国
民健康保険税納入通知書発送
用封筒にのみ広告を掲載済み
（歳入額80千円）。

歳入の発掘と確保

歳入確保の取
組
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取組区分 № 項目 具体的内容 期待される効果 主管課
実施（予定）

年度
作業工程（各課の対応）

第3次上越市行政
改革大綱における
4つの中目標上の

位置付け

平成21年度
導入に向けた基準を作成する。
（用地管財課）

平成22年度
導入する。
（用地管財課）

平成21年度
各施設の利用実態・費用対効果を検証する。
（行革推進課）

平成22年度
検証結果を実施（住民・利用者に対する周知・
説明、条例改正等）する。
（行革推進課）

平成21年度

①施設の多い教育総務課や子育て支援課を
対象に、試験的実施を検討する。その結果を
整理した上で、全体的対応をまとめる。
②資金前渡職員を設定する方法等の検討を
行う。
（会計課）

平成22年度
試行的に実施する。
（会計課）

15
議会・委員会資料
の見直し（A4判化）

・議会及び委員会資料の様式をB4か
らA4へ見直し、事務改善を図る。

・経費削減
・事務の効率化

○総務課
・財政課
・議会事務局

平成21年度
12月議会からのA4判化を目途に試案を作成
し、議会側と協議を進める。
（総務課・財政課）

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

12

13

14

公の施設の利用時
間及び休館日の見
直し

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

○会計課
・ガス水道局お客
様サービス課

・伝票処理件数の削減による伝
票処理業務の効率化

【参考】
公共料金の支払伝票数：約
1,500件/月

・定型的・定期的かつ大量に発生す
る、市の施設におけるガス・水道・電
気・電話料金等の公共料金の支払い
を口座振替に切り替え、伝票処理業
務を軽減する。

○行革推進課
・利用時間の短縮など利用実態
に即した施設運営による人件
費、委託料等の歳出削減

・施設の新設時に設定された利用時
間及び休館日について、現在の利用
実態・費用対効果の観点から見直し、
利用時間の短縮・休館日の追加など
を検討する。

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

歳入の発掘と確保

・合併前から継続する貸付等におい
ては、同種の団体、同種の使用目的
であっても、過去の経緯等により使用
料、貸付料の減免率が異なる場合が
あるため、より適切で公平な使用料等
を徴するため、減免基準の明確化と
運用の適正化を図る。
・土地に付着する建物、工作物があ
り、長期間の占有が見込まれる普通
財産の買取交渉を積極的に進める。

・統一基準に基づく利用料収入
の拡充
・目的外使用等における利用者
負担の公平性の確保
・不用財産の処分による歳入確
保

○用地管財課

市が支払う公共料
金の口座振替への
切り替え

行政財産目的外
使用許可及び財
産の貸付における
減免基準の明確化
と運用の適正化

歳入確保の取
組

事務･事業の再
編･整理、廃止･

統合
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取組区分 № 項目 具体的内容 期待される効果 主管課
実施（予定）

年度
作業工程（各課の対応）

第3次上越市行政
改革大綱における
4つの中目標上の

位置付け

平成21年度

新たに作成する人材育成方針の中で、通信教
育を含む研修内容全体の見直しを行い、研修
内容の充実を図る。
（人事課）

平成22年度

通信教育は、補助対象講座を精査し、補助対
象外講座は情報提供や紹介にとどめ、個人負
担とする。
（人事課）

17
第5次総合計画の
進捗管理

・第5次総合計画分野別事業の現状
を把握・分析するとともに、中期財政
見通しを策定し、事業を精査する。

・事業の統合など
○企画政策課
・財政課
・行革推進課

平成21年度
関係課の連携・調整等を行い、事業のスクラッ
プアンドビルドを行う。
（企画政策課）

行政運営の改善に
向けた体制整備

平成21年度

①子育て支援課で施設の現況調査等を基に
公立保育園の統廃合計画を作成する。
②統廃合計画のシミュレーション（職員配置の
見直し・民間への委託なども含めて。）をもと
に、検討を進める。
（子育て支援課）

平成22年度
統廃合計画に基づき、保育環境の整備を行
う。
（子育て支援課）

平成21年度
合併前上越ほか3区（ガス供給区）のシステム
を統合する。
（ガス水道局お客様サービス課）

平成22年度
全区のシステムを統合する。
（ガス水道局お客様サービス課）

19

16
職員の通信教育講
座の見直し

行政運営の改善に
向けた体制整備

○ガス水道局お客
様サービス課

・統合による事務効率化
・経費削減

・各区単位で稼動している料金調定・
収納のシステムを統合する。

○子育て支援課
・人事課
・行革推進課

・保育環境の整備（施設の安全
性向上、児童の社会性の涵養な
どの観点に立って）
・地域事情に即した効率的な施
設配置
・職員数削減による人件費抑制
・民間委託による雇用の創出、
地域経済の活性化及び地域振
興

・認可45園、地域5園の統廃合による
保育環境の整備

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

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

○人事課

・補助金の削減
・研修内容の充実

【参考】
平成20年度通信教育講座予
算：約40万円

・現在、職員の通信教育講座は費用
の半額を人事課で補助しているが、
職員の自己研鑚ともなることから、見
直しを行う。

ガス水道局と各営
業所の業務の見直
し

18
公立保育園の統廃
合

事務･事業の再
編･整理、廃止･

統合
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取組区分 № 項目 具体的内容 期待される効果 主管課
実施（予定）

年度
作業工程（各課の対応）

第3次上越市行政
改革大綱における
4つの中目標上の

位置付け

20
市税総合窓口の
ローカウンター化

・全てハイカウンターで構成されてい
た市税総合窓口の一部にローカウン
ター（着座形式）を導入、併存型とし、
来庁者の利便性を向上させる。

・来庁者の利便性の向上
・来庁者の振り分けによる事務の
効率化

○市民税課 平成21年度
ローカウンターを導入する（4月30日実施済
み）。
（市民税課）

行政運営の改善に
向けた体制整備

平成21年度
総合窓口設置に向けた検討を行う。
（人事課・市民課・保険年金課・子育て支援
課・こども福祉課）

平成22年度
総合窓口を設置する。
（人事課・市民課・保険年金課・子育て支援
課・こども福祉課）

平成21年度
実施に向けた検討を行う。
（教育総務課）

平成22年度
一元管理を行う。
（教育総務課）

23
産業振興センター
（仮称）の開設

・産業に関する支援・情報・交流の場
を提供する産業振興センター（仮称）
開設を前倒しする。

・企業相談のワンストップ窓口の
早期開設による農商工連携も含
めた企業活動支援の効率化
・民間主体の事業展開による産
業振興施策のスピードアップ

○産業振興課
・人事課
・農政企画課

平成21年度

①平成22年度開設の当初予定を早め、本年
度中に開設する。
（産業振興課）
②必要な組織体制を整備する。
（人事課）

行政運営の改善に
向けた体制整備

平成21年度
3区（ガス供給区）で実施（合併前上越は実施
済）。
（ガス水道局お客様サービス課）

平成22年度
市内全域で実施。
（ガス水道局お客様サービス課）

行政運営の改善に
向けた体制整備

行政運営の改善に
向けた体制整備

行政運営の改善に
向けた体制整備

22 施設の一元管理

○ガス水道局お客
様サービス課

・未収金等の削減
・徴収業務の効率化

・ガス・水道料金システム統合し、区
のガス・水道料金もコンビニ収納を可
能にする。

○教育総務課
・体育課
・公民館

既にワンストップサービスを実施して
いる「福祉総合窓口」「市税総合窓
口」に加え、出生や転入に伴う住民異
動届や児童手当認定請求等の手続
を行う｢市民総合窓口」を設置する。

・来庁者の利便性の向上

○人事課
・市民課
・保険年金課
・子育て支援課
・こども福祉課

・隣接施設同士で貸出窓口とな
る所管課が異なる現状を統一す
ることで市民の申し込み時の利
便性が向上し、市民サービスの
向上に繋がる。

【保倉地区のセミナーハウス、公民館
保倉分館、野球場の一元的管理】

・現在、セミナーハウスと付属体育館
の管理を教育総務課が、公民館保倉
分館を公民館が、野球場を体育課が
それぞれ管理しているが、これらの施
設の貸出業務等を含めた管理を一元
的に行う。

21

ガス・水道料金の
コンビニ収納の拡
大

24

市民総合窓口の設
置

市民サービス
の向上
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取組区分 № 項目 具体的内容 期待される効果 主管課
実施（予定）

年度
作業工程（各課の対応）

第3次上越市行政
改革大綱における
4つの中目標上の

位置付け

市民サービス
の向上

25

観光コンベンション
協会のホームペー
ジでの特産品の販
売

・観光コンベンション協会のホーム
ページで特産品を販売し、直接、上
越市を訪れることのできない観光客
へも販路を拡大する。

・商品の紹介と販売の一体化
・特産品のＰＲ効果と利用者へ
のサービス向上

○観光振興課 平成21年度
利用実態を調査し、コンベンション協会と協議
した上で、改善に向けた取組を行う。
（観光振興課）

行政運営の改善に
向けた体制整備

26
PDCAマネジメント
サイクルの普及・定
着

・各課主管の各種計画(推進計画・実
施計画等）におけるPDCAサイクルの
理解度や浸透度の現状を把握・検証
し、課題の整理と改善を図る。

・PDCAマネジメントサイクルの普
及・定着
・主要事業計画の実効性確保

○行革推進課 平成21年度
上半期中に現状を把握し、PDCAサイクルが回
るように指導を行う。
（行革推進課）

行政運営の改善に
向けた体制整備

平成21年度
組織運営上の課題・問題点の検討を進める。
（人事課）

平成22年度
以降

検討結果を反映させる。
（人事課）

平成21年度
産業観光部の一元化の準備を行う。
（産業観光部全課）

平成22年度
4月1日から、産業観光部の一元化を行う。
（産業観光部全課）

平成21年度
検討を進める。
（ガス水道局総務課）

平成22年度
以降

検討結果を反映する。
（ガス水道局総務課）

行政運営の改善に
向けた体制整備

○産業観光部全
課

・組織のスリム化による経費節減
と意思決定の迅速化
・シティセールスなど産業観光部
内各分門の一体的な活動と事
業推進

・本庁、街なかサテライト、直江津サテ
ライトに分散している産業観光部の組
織・機能を本庁に集約する。

○ガス水道局総務
課

・組織の簡素化
・業務の効率化

・ガス水道局内各課・営業所の業務
分担の見直しを行う。
・少人数係の統合を行う。

行政運営の改善に
向けた体制整備

行政運営の改善に
向けた体制整備

○人事課
・組織・職の簡素化
・人件費及び管理職手当の削減
・事務の高度化・専門化

・部、局、課、課内室等のあり方、部
長級・副課長級等職員の配置の基準
等について、責任と権限のあり方も含
め検討する。
・専門職・総合職制度の導入に関して
検討を行う。

組織及び職の見直
し

※右記項目を含
め、21年度の重点
取組事項の対応と
一体的に整理す
る。

27

権限、組織、マ
ネジメント等の

見直し
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取組区分 № 項目 具体的内容 期待される効果 主管課
実施（予定）

年度
作業工程（各課の対応）

第3次上越市行政
改革大綱における
4つの中目標上の

位置付け

28 整理整頓の日
・執務環境の整備（文書等の整理を
含む。）を定期的に実施し、整理・整
頓を心がける。

・執務環境の整備（文書等の整
理を含む。）による公務能率の
向上
・来庁者へのサービス精神の涵
養

○人事課
・用地管財課
・総務課

平成21年度
実施する。
（人事課・用地管財課・総務課）

行政運営の改善に
向けた体制整備

平成21年度
ガス水道局などで試行的に実施し、効果や課
題を検証する。
（行革推進課）

平成22年度
ガス水道局などの試行状況を踏まえて、全庁
的に実施する。
（行革推進課）

※主管課欄で○を付した課等は、その取組項目の推進主体です。

※期待される効果欄における金額等は、見込みです。

・事務の効率化
・意識の向上

・毎日、係単位で当日の業務内容の
確認を行う。
・合わせて、週の初めには一週間の
業務内容や業務の期限や達成目標
の確認を行う。
※職場状況により弾力的な運用を試
みる。

○行革推進課
・各課
（・ガス水道局）

29
定例的な朝礼の実
施

行政運営の改善に
向けた体制整備

組織力の向上
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取組一覧

								　　　　　　　　　　　行政改革追加・拡充プログラム（案）

		取組区分 トリクミクブン		№		項目 コウモク		具体的内容 グタイテキナイヨウ		期待される効果 キタイコウカ		主管課 シュカンカ		実施（予定）年度 ジッシヨテイネンド		作業工程（各課の対応） サギョウコウテイカクカタイオウ		第3次上越市行政改革大綱における4つの中目標上の位置付け ダイジジョウエツシギョウセイカイカクタイコウチュウモクヒョウジョウイチヅ

		歳出削減の取組		1		光熱水費の削減 コウネツミズヒサクゲン		【電気料の削減】

・ESCO事業の導入検討 デンキリョウサクゲンジギョウドウニュウケントウ		・電気料の削減
・CO2の削減

【参考】
平成19年度市役所第1庁舎における導入実績
電気料の削減：5,100千円
二酸化炭素削減率32.9%
平成19年度一般会計の電気料：約8億円 デンキリョウサクゲンサクゲンサンコウヘイセイネンドドウニュウジッセキデンキリョウセンニサンカタンソサクゲンリツヘイセイネンドイッパンカイケイデンキリョウヤクオクエン		○用地管財課
・環境企画課 ヨウチカンザイカカンキョウキカクカ		平成21年度 ヘイセイネンド		①環境面での貢献度の試算、ESP事業の研究を行う。
（環境企画課）
②環境企画課による環境面での絞込みを受けて、シミュレーションの作成を行う。
（用地管財課） カンキョウキカクカカンキョウメンシボリコウオコナ		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 アラギョウセイジュヨウコタウザイセイコウゾウカクリツムサイシュツミナオ

														平成22年度 ヘイセイネンド		導入する。
（用地管財課） ドウニュウヨウチカンザイカ

								【水道料の削減①】

・口径切替（大口径契約→小口径契約による基本料金低減）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 スイドウリョウサクゲンダイコウケイケイヤクショウコウケイケイヤクキホンリョウキンテイゲン		・水道料（基本料金及び使用料金）　の削減　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・下水道料金の削減　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・水資源の節約
・CO2の削減

【参考】
平成19年度一般会計の水道料：約2億7千万円 スイドウリョウサクゲンゲスイドウリョウキンサクゲンミズシゲンセツヤクサクゲンサンコウヘイセイネンドイッパンカイケイスイドウリョウ		○用地管財課
・ガス水道局お客様サービス課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヨウチカンザイカスイドウキョクキャクサマカ		平成21年度 ヘイセイネンド		①施設ごとの使用量・口径等の一覧を作成する。
（ガス水道局お客様サービス課）
②ガス水道局作成の資料を基に、対象施設の絞込み、シミュレーションの作成を行う。
（用地管財課）
③公立保育園で先行実施する。
（子育て支援課） キャクサマカスイドウキョクサクセイシリョウモトコウリツホイクエンセンコウジッシコソダシエンカ		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 アラギョウセイジュヨウコタウザイセイコウゾウカクリツムサイシュツミナオ

														平成22年度 ヘイセイネンド		実施する。
（用地管財課） ジッシ

								【水道料の削減②】

・個々の蛇口にエコバルブ設置（使用感そのままで使用量抑制効果） スイドウリョウサクゲンココジャグチシヨウカンシヨウリョウヨクセイコウカ		・水道料（基本料金及び使用料金）　の削減　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・下水道料金の削減　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・水資源の節約
・CO2の削減

【参考】
平成19年度一般会計の水道料：約2億7千万円 スイドウリョウサクゲンゲスイドウリョウキンサクゲンミズシゲンセツヤクサクゲンサンコウヘイセイネンドイッパンカイケイスイドウリョウ		○用地管財課　　
・各課等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヨウチカンザイカカクカトウ		平成21年度 ヘイセイネンド		①公立保育園で先行実施する。
（子育て支援課）
②先行事例を検証し、基準の作成を行う。
（用地管財課）
③施設所管課で実施を検討する。
（各課等） センコウジレイケンショウキジュンサクセイシセツショカンカジッシケントウカクカトウ		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 アラギョウセイジュヨウコタウザイセイコウゾウカクリツムサイシュツミナオ

														平成22年度 ヘイセイネンド		実施する。
（各課等） ジッシカクカトウ

		歳出削減の取組		2		庁用車管理の見直し チョウヨウシャカンリミナオ		・各課所有の庁用車を、総務課が一括管理し、必要な時に必要な課が車両を利用できる体制にする。（消防等の特殊車両を除く。）
・特別職の車両、マイクロバスなど一部の車両を除く一般車両は、使用する課の職員が運転する（運転手による運行を廃止する）。 カクカショユウヒツヨウトキヒツヨウカシャリョウリヨウタイセイショウボウナドトクシュシャリョウノゾトクベツショクシャリョウ		・庁用車数の削減
・運転手の人件費等の縮減
・庁用車の効率的運用など チョウヨウシャスウサクゲンシュクゲン		○総務課 ソウムカ		平成21年度 ヘイセイネンド		①庁用車のうち一括管理を前提に、対象車両を把握する。
②人的対応による管理体制及び移行の可否について検討する。
（総務課） チョウジンテキタイオウオヨイコウカヒ		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 アラギョウセイジュヨウコタウザイセイコウゾウカクリツムサイシュツミナオ

														平成22年度 ヘイセイネンド		検討の結果に基づき、対応を行う。
（総務課） ケントウケッカモトタイオウオコナ

				3		非常勤職員の報酬見直し ヒジョウキンショクインホウシュウミナオ		・非常勤職員の報酬と勤務実態・内容について、現状を検証し、必要に応じて見直しを行う。 ヒジョウキンショクインホウシュウキンムジッタイナイヨウゲンジョウケンショウヒツヨウオウミナオオコナ		・勤務実態に応じて、月額支給を日額支給に見直すなどによる報酬の適正化 キンムジッタイオウゲツガクシキュウニチガクシキュウミナオホウシュウテキセイカ		○行革推進課
・人事課 ギョウカクスイシンカ		平成21年度 ヘイセイネンド		非常勤職員の報酬・勤務状況の調査を実施し、他団体の状況も調査した上で、必要な調整を行う。
（行革推進課） ジッシウエヒツヨウチョウセイオコナギョウカクスイシンカ		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 アラギョウセイジュヨウコタウザイセイコウゾウカクリツムサイシュツミナオ

				4		本庁と区総合事務所等をつなぐIP電話回線のPCネットワークへの統合 ホンチョウクソウゴウジムショトウデンワカイセントウゴウ		・パソコンのネットワーク回線の容量の一部を活用し、IP電話回線として使用することで、別途契約中のIP電話回線使用料を削減する。 カイセンヨウリョウイチブカツヨウデンワカイセンシヨウベットケイヤクチュウデンワカイセンシヨウリョウサクゲン		・電話料の削減

【参考】
IP電話回線使用料：約4,800千円／年
回修等費用：約5,000千円 デンワリョウサクゲンサンコウデンワカイセンシヨウリョウヤクセンエンネンカイオサムトウヒヨウセン		○用地管財課
・情報管理課 ヨウチカンザイカジョウホウカンリカ		平成21年度 ヘイセイネンド		シミュレーションを作成する。現契約が21年12月末までであり、22年1月以降の対応について、補正を含め検討する。
（用地管財課） サクセイゲンケイヤクネンガツマツネンガツイコウタイオウホセイフクケントウヨウチカンザイカ		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 アラギョウセイジュヨウコタウザイセイコウゾウカクリツムサイシュツミナオ

														平成22年度 ヘイセイネンド		実施する。
（用地管財課） ジッシヨウチカンザイカ

				5		被服貸与の見直し ヒフクタイヨミナオ		・業務内容や職場環境の変化等を踏まえ、各被服の使用状況や消耗度を把握しながら、貸与品目、期間等の見直しを行う。		・貸与品目・期間の見直しなどによる被服貸与の適正化
・歳出削減 タイヨヒンモクキカンミナオヒフクタイヨテキセイカサイシュツサクゲン		○人事課 ジンジカ		平成21年度 ヘイセイネンド		各被服の使用状況など実態把握を実施した上で、被服貸与規則の改正など必要な見直しを行う。
（人事課） ジッタイジッシウエヒツヨウ		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 アラギョウセイジュヨウコタウザイセイコウゾウカクリツムサイシュツミナオ

														平成22年度 ヘイセイネンド		改正後の規則で運用する。
（人事課・各課） カイセイゴキソクウンヨウカクカ

		歳出削減の取組		6		ガス・水道料金の収納業務の委託に関する検討 スイドウリョウキンシュウノウギョウムイタクカンケントウ		・ガス・水道料金の収納業務について、外部委託の検討を行う。 スイドウリョウキンシュウノウギョウムガイブイタクケントウオコナ		・料金収納コストの削減 リョウキンシュウノウサクゲン		○ガス水道局お客様サービス課
・ガス水道局総務課 スイドウキョクキャクサマサービスカスイドウキョクソウムカ		平成21年度
平成22年度 ヘイセイネンドヘイセイネンド		外部委託に関する検討を行う。
（ガス水道局お客様サービス課） ガイブイタクカンケントウオコナスイドウキョクキャクサマカ		行政運営の改善に向けた体制整備

														平成23年度 ヘイセイネンド		導入予定。
（ガス水道局お客様サービス課） ドウニュウヨテイスイドウキョクキャクサマカ

				7		給与明細の見直し メイサイミナオ		・現在、給与振込の割合は99％以上であり、現金支給者を前提とした現行の給与袋を廃止し、給与明細書の配布等に切り替える。 ゲンザイキュウヨフリコミワリアイイジョウゲンキンシキュウシャゼンテイゲンコウキュウヨフクロハイシキュウヨメイサイショハイフトウキカ		・給与明細作成費用の減

【参考】
現在の給与袋のコスト：10.5円/袋×36,000枚＝378千円 キュウヨメイサイサクセイヒヨウゲンサンコウゲンザイキュウヨフクロエンフクロマイセンエン		○人事課 ジンジカ		平成21年度 ヘイセイネンド		個人情報の保護や現金支給者への対応策等も踏まえつつ、袋形式の見直しを行う。
（人事課） フフクロオコナジンジカ		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 アラギョウセイジュヨウコタウザイセイコウゾウカクリツムサイシュツミナオ

														平成22年度 ヘイセイネンド		切り替える。
（人事課） キカジンジカ

		歳入確保の取組 サイニュウカクホトリクミ		8		市が保有する株式の売却 シホユウカブシキバイキャク		・市が保有している株式のうち、売却が可能なものについて売却を進める。 シホユウカブシキバイキャクカノウバイキャクスス		・売却益による歳入確保 バイキャクエキサイニュウカクホ		○用地管財課 ヨウチカンザイカ		平成21年度 ヘイセイネンド		売却可能性を精査し売却を進める。
(用地管財課) バイキャクカノウセイセイサバイキャクススヨウチカンザイカ		歳入の発掘と確保 サイニュウハックツカクホ

				9		三和井ノ口簡易郵便局の活用 サンワイクチカンイユウビンキョクカツヨウ		・市が業務受託している井ノ口簡易郵便局の手数料増収を図るため、公用利用（返信用切手購入など）の拡大を図る。 シギョウムジュタクイクチカンイユウビンキョクテスウリョウゾウシュウハカコウヨウリヨウヘンシンヨウキッテコウニュウカクダイハカ		・取扱量の増加に伴う手数料収入の増加（見込額：240千円）

【参考】
平成20年度の収入実績：5,651千円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 トリアツカイリョウゾウカトモナテスウリョウシュウニュウゾウカミコミガクサンコウヘイセイネンドシュウニュウジッセキセンエン		○総務課　　
・市民課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・三和区総合事務所 ソウムカジムショ		平成21年度 ヘイセイネンド		管理する返信用切手の購入先に井ノ口簡易郵便局を加える。
（総務課） カンリヘンシンヨウキッテコウニュウサキイクチカンイユウビンキョククワソウムカ		歳入の発掘と確保 サイニュウハックツカクホ

				10		ネーミングライツ導入の検討 ドウニュウケントウ		・施設や公園・イベントについて、ネーミングライツを導入する。 コウエンドウニュウ		・歳入の増加 サイニュウゾウカ		○財政課 ザイセイカ		平成21年度 ヘイセイネンド		ネーミングライツに関して、基準の整理など実施に向けた検討を行う。
今後、経済情勢を踏まえ、適切な時期に実施する。
（財政課） カンキジュンセイリジッシコンゴケイザイジョウセイフテキセツジキジッシ		歳入の発掘と確保 サイニュウハックツカクホ

		歳入確保の取組 サイニュウカクホトリクミ		11		有料広告対象事業の拡大 ユウリョウコウコクタイショウジギョウカクダイ		【ごみカレンダー、ごみの分け方・出し方ガイドへの有料広告の掲載】

・全戸配布しているごみカレンダー（毎年度更新）及びごみの分け方・出し方ガイド（原則3年ごとに更新）に、有料広告を掲載 ゼンコハイフマイネンドコウシンオヨワカタダカタゲンソクネンコウシンユウリョウコウコクケイサイ		・有料広告収入の増（見込額：45千円） ユウリョウコウコクシュウニュウゾウミコガクセンエン		○生活環境課 セイカツカンキョウカ		平成21年度 ヘイセイネンド		実施に向けた検討を行う。
（生活環境課） オコナセイカツカンキョウカ		歳入の発掘と確保 サイニュウハックツカクホ

														平成22年度 ヘイセイネンド		実施する。
（生活環境課）

								【ごみ指定袋への有料広告掲載の拡大】

・今後製作する容量１０ℓ以上のごみ指定袋のすべてに有料広告を掲載 シテイフクロユウリョウコウコクケイサイカクダイ		・有料広告収入の増（見込額：860千円）

【参考】
平成20年度に燃やせるごみ指定袋のうち容量20ℓにのみ広告を掲載済み（歳入実績額416千円）。 ユウリョウコウコクシュウニュウゾウサンコウヘイセイ		○生活環境課		平成21年度 ヘイセイネンド		年度下期の発注分から実施する。
（生活環境課）		歳入の発掘と確保 サイニュウハックツカクホ

								【送付用封筒への有料広告掲載の拡大】

・今後製作する封筒やはがき等に有料広告を掲載 ソウフヨウフウトウユウリョウコウコクケイサイカクダイ		・有料広告収入の増（見込額：300千円）

【参考】
20年度に作成した封筒のうち国民健康保険税納入通知書発送用封筒にのみ広告を掲載済み（歳入額80千円）。 ユウリョウコウコクシュウニュウゾウサンコウ		○保険年金課 ホネカ		平成21年度 ヘイセイネンド		実施に向けた検討を行う。
（保険年金課） ホケンネンキン		歳入の発掘と確保 サイニュウハックツカクホ

														平成22年度 ヘイセイネンド		実施する。
（保険年金課） ホケンネンキン

								【検針のお知らせ等の裏面の活用】

・検針のお知らせ等の裏面に有料広告を掲載 ケンシンシナドリメンカツヨウケンシンシトウリメンユウリョウコウコクケイサイ		・広告収入の増加（見込額：35 千円）

【参考】
検針のおしらせ：約７万８千枚／月 コウコクシュウニュウゾウカサンコウケンシンヤクマンセンマイツキ		○ガス水道局お客様サービス課 スイドウキョクキャクサマカ		平成21年度 ヘイセイネンド		実施に向けた検討を行う。
（ガス水道局お客様サービス課） スイドウキョクキャクサマカ		歳入の発掘と確保

														平成22年度 ヘイセイネンド		実施する。
（ガス水道局お客様サービス課）

		歳入確保の取組 サイニュウカクホトリクミ		12		行政財産目的外使用許可及び財産の貸付における減免基準の明確化と運用の適正化 ギョウセイザイサンモクテキガイシヨウキョカオヨザイサンカシツケゲンメンキジュンメイカクカウンヨウテキセイカ		・合併前から継続する貸付等においては、同種の団体、同種の使用目的であっても、過去の経緯等により使用料、貸付料の減免率が異なる場合があるため、より適切で公平な使用料等を徴するため、減免基準の明確化と運用の適正化を図る。
・土地に付着する建物、工作物があり、長期間の占有が見込まれる普通財産の買取交渉を積極的に進める。 ケイゾクカシツケトウドウシュダンタイドウシュシヨウモクテキカコケイイトウゲンメンリツコトバアイテキセツコウヘイシヨウリョウトウチョウゲンメンキジュンメイカクカウンヨウテキセイカハカ		・統一基準に基づく利用料収入の拡充
・目的外使用等における利用者負担の公平性の確保
・不用財産の処分による歳入確保 モクテキガイシヨウナドリヨウシャフタンコウヘイセイカクホフヨウザイサンショブンサイニュウカクホ		○用地管財課 ヨウチカンザイカ		平成21年度 ヘイセイネンド		導入に向けた基準を作成する。
（用地管財課） キジュンヨウチカンザイカ		歳入の発掘と確保 サイニュウハックツカクホ

														平成22年度 ヘイセイネンド		導入する。
（用地管財課） ヨウチカンザイカ

		事務･事業の再編･整理、廃止･統合		13		公の施設の利用時間及び休館日の見直し オオヤケシセツリヨウジカンオヨキュウカンビミナオ		・施設の新設時に設定された利用時間及び休館日について、現在の利用実態・費用対効果の観点から見直し、利用時間の短縮・休館日の追加などを検討する。 シセツシンセツジセッテイリヨウジカンオヨキュウカンビゲンザイリヨウジッタイヒヨウタイコウカカンテンミナオリヨウジカンタンシュクキュウカンビツイカケントウ		・利用時間の短縮など利用実態に即した施設運営による人件費、委託料等の歳出削減 リヨウジカンタンシュクリヨウジッタイソクシセツウンエイジンケンヒイタクリョウトウサイシュツサクゲン		○行革推進課		平成21年度 ヘイセイネンド		各施設の利用実態・費用対効果を検証する。
（行革推進課） カクギョウカクスイシンカ		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 アラギョウセイジュヨウコタウザイセイコウゾウカクリツムサイシュツミナオ

														平成22年度 ヘイセイネンド		検証結果を実施（住民・利用者に対する周知・説明、条例改正等）する。
（行革推進課） ケンショウケッカジッシジョウレイカイセイギョウカクスイシンカ

				14		市が支払う公共料金の口座振替への切り替え シシハラコウキョウリョウキンコウザフリカエキカ		・定型的・定期的かつ大量に発生する、市の施設におけるガス・水道・電気・電話料金等の公共料金の支払いを口座振替に切り替え、伝票処理業務を軽減する。 テイケイテキテイキテキタイリョウハッセイシシセツスイドウデンキデンワリョウキントウコウキョウリョウキンシハラコウザフリカエキタイデンピョウショリギョウムケイゲン		・伝票処理件数の削減による伝票処理業務の効率化

【参考】
公共料金の支払伝票数：約1,500件/月 デンピョウショリケンスウサクゲンデンピョウショリギョウムコウリツカサンコウコウキョウリョウキンシハライデンヒョウスウヤクケンツキ		○会計課
・ガス水道局お客様サービス課 カイケイカスイドウキョクキャクサマカ		平成21年度 ヘイセイネンド		①施設の多い教育総務課や子育て支援課を対象に、試験的実施を検討する。その結果を整理した上で、全体的対応をまとめる。
②資金前渡職員を設定する方法等の検討を行う。
（会計課） トウオコナ		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 アラギョウセイジュヨウコタウザイセイコウゾウカクリツムサイシュツミナオ

														平成22年度 ヘイセイネンド		試行的に実施する。
（会計課）

				15		議会・委員会資料の見直し（A4判化） イインカイシリョウミナオハンカ		・議会及び委員会資料の様式をB4からA4へ見直し、事務改善を図る。 ギカイオヨイインカイシリョウヨウシキミナオジムカイゼンハカ		・経費削減
・事務の効率化 ケイヒサクゲンジムコウリツカ		○総務課
・財政課
・議会事務局 ザイセイカギカイジムキョク		平成21年度 ヘイセイネンド		12月議会からのA4判化を目途に試案を作成し、議会側と協議を進める。
（総務課・財政課） ザイセイカ		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 アラギョウセイジュヨウコタウザイセイコウゾウカクリツムサイシュツミナオ

		事務･事業の再編･整理、廃止･統合		16		職員の通信教育講座の見直し ショクインツウシンキョウイクコウザミナオ		・現在、職員の通信教育講座は費用の半額を人事課で補助しているが、職員の自己研鑚ともなることから、見直しを行う。 ゲンザイショクインツウシンキョウイクコウザヒヨウハンガクジンジカホジョショクインジコケンサンミナオオコナ		・補助金の削減
・研修内容の充実

【参考】
平成20年度通信教育講座予算：約40万円 ホジョキンサクゲンケンシュウナイヨウジュウジツサンコウヘイセイネンドツウシンキョウイクコウザヨサンヤクマンエン		○人事課 ジンジカ		平成21年度 ヘイセイネンド		新たに作成する人材育成方針の中で、通信教育を含む研修内容全体の見直しを行い、研修内容の充実を図る。
（人事課） アラサクセイナカフクケンシュウナイヨウゼンタイオコナケンシュウナイヨウジュウジツハカ		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 アラギョウセイジュヨウコタウザイセイコウゾウカクリツムサイシュツミナオ

														平成22年度 ヘイセイネンド		通信教育は、補助対象講座を精査し、補助対象外講座は情報提供や紹介にとどめ、個人負担とする。
（人事課） ツウシンキョウイクホジョタイショウコウザセイサホジョタイショウガイコウザジョウホウテイキョウショウカイコジンフタンジンジカ

				17		第5次総合計画の進捗管理 ダイジソウゴウケイカクシンチョクカンリ		・第5次総合計画分野別事業の現状を把握・分析するとともに、中期財政見通しを策定し、事業を精査する。 ダイジソウゴウケイカクブンヤベツジギョウゲンジョウハアクブンセキチュウキザイセイミトオサクテイジギョウセイサ		・事業の統合など ジギョウトウゴウ		○企画政策課
・財政課
・行革推進課		平成21年度 ヘイセイネンド		関係課の連携・調整等を行い、事業のスクラップアンドビルドを行う。
（企画政策課） トウオコナジギョウオコナキカクセイサクカ		行政運営の改善に向けた体制整備 ギョウセイウンエイカイゼンムタイセイセイビ

				18		公立保育園の統廃合 コウリツホイクエントウハイゴウ		・認可45園、地域5園の統廃合による保育環境の整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ニンカエンチイキエントウハイゴウホイクカンキョウセイビ		・保育環境の整備（施設の安全性向上、児童の社会性の涵養などの観点に立って）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・地域事情に即した効率的な施設配置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・職員数削減による人件費抑制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・民間委託による雇用の創出、地域経済の活性化及び地域振興 ホイクカンキョウセイビシセツジドウシャカイセイカンヨウカンテンタチイキジジョウソクコウリツテキシセツハイチショクインスウサクゲンジンケンヒヨクセイミンカンイタクコヨウソウシュツチイキケイザイカッセイカオヨチイキシンコウ		○子育て支援課
・人事課　　
・行革推進課 コソダシエンカ		平成21年度 ヘイセイネンド		①子育て支援課で施設の現況調査等を基に公立保育園の統廃合計画を作成する。
②統廃合計画のシミュレーション（職員配置の見直し・民間への委託なども含めて。）をもとに、検討を進める。
（子育て支援課）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 トウモトコウリツホイクエンサクセイトウハイゴウケイカクフク		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 アラギョウセイジュヨウコタウザイセイコウゾウカクリツムサイシュツミナオ

														平成22年度 ヘイセイネンド		統廃合計画に基づき、保育環境の整備を行う。
（子育て支援課）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 トウハイゴウケイカクモトホイクカンキョウセイビオコナ

				19		ガス水道局と各営業所の業務の見直し スイドウキョクカクエイギョウショギョウムミナオ		・各区単位で稼動している料金調定・収納のシステムを統合する。 カククタンイカドウリョウキンチョウサダムシュウノウトウゴウ		・統合による事務効率化
・経費削減 トウゴウジムコウリツカケイヒサクゲン		○ガス水道局お客様サービス課 スイドウキョクキャクサマカ		平成21年度 ヘイセイネンド		合併前上越ほか3区（ガス供給区）のシステムを統合する。
（ガス水道局お客様サービス課） ガッペイマエジョウエツクキョウキュウクトウゴウスイドウキョクキャクサマカ		行政運営の改善に向けた体制整備

														平成22年度 ヘイセイネンド		全区のシステムを統合する。
（ガス水道局お客様サービス課） ゼンクトウゴウスイドウキョクキャクサマカ

		市民サービスの向上		20		市税総合窓口のローカウンター化 シゼイソウゴウマドグチカ		・全てハイカウンターで構成されていた市税総合窓口の一部にローカウンター（着座形式）を導入、併存型とし、来庁者の利便性を向上させる。 スベコウセイシゼイソウゴウマドグチイチブドウニュウヘイゾンガタキタルチョウシャリベンセイコウジョウ		・来庁者の利便性の向上
・来庁者の振り分けによる事務の効率化 キタルチョウシャリベンセイコウジョウフワジムコウリツカ		○市民税課 シミンゼイカ		平成21年度 ヘイセイネンド		ローカウンターを導入する（4月30日実施済み）。
（市民税課） ドウニュウガツニチジッシズシミンゼイカ		行政運営の改善に向けた体制整備

				21		市民総合窓口の設置 シミンソウゴウマドグチセッチ		既にワンストップサービスを実施している「福祉総合窓口」「市税総合窓口」に加え、出生や転入に伴う住民異動届や児童手当認定請求等の手続を行う｢市民総合窓口」を設置する。 スデジッシフクシソウゴウマドグチシゼイソウゴウマドグチクワシュッショウテンニュウトモナジュウミンイドウトドジドウテアテニンテイセイキュウナドテツヅオコナシミンソウゴウマドグチセッチ		・来庁者の利便性の向上		○人事課
・市民課
・保険年金課
・子育て支援課
・こども福祉課 ジンジカシミンカホケンネンキンカコソダシエンカフクシカ		平成21年度 ヘイセイネンド		総合窓口設置に向けた検討を行う。
（人事課・市民課・保険年金課・子育て支援課・こども福祉課） ソウゴウマドグチセッチムケントウオコナジンジカシミンカホケンネンキンカコソダシエンカフクシカ		行政運営の改善に向けた体制整備

														平成22年度 ヘイセイネンド		総合窓口を設置する。
（人事課・市民課・保険年金課・子育て支援課・こども福祉課） ソウゴウマドグチセッチ

				22		施設の一元管理 シセツイチゲンカンリ		【保倉地区のセミナーハウス、公民館保倉分館、野球場の一元的管理】

・現在、セミナーハウスと付属体育館の管理を教育総務課が、公民館保倉分館を公民館が、野球場を体育課がそれぞれ管理しているが、これらの施設の貸出業務等を含めた管理を一元的に行う。 ゲンザイフゾクタイイクカンカンリキョウイクソウムカコウミンカンホクラブンカンコウミンカンヤキュウジョウタイイクカカンリシセツカシダシギョウムナドフクカンリイチゲンテキオコナ		・隣接施設同士で貸出窓口となる所管課が異なる現状を統一することで市民の申し込み時の利便性が向上し、市民サービスの向上に繋がる。 リンセツシセツドウシカシダシマドグチショカンカコトゲンジョウトウイツシミンモウコジリベンセイコウジョウシミンコウジョウツナ		○教育総務課
・体育課
・公民館 キョウイクソウムカタイイクカコウミンカン		平成21年度 ヘイセイネンド		実施に向けた検討を行う。
（教育総務課） キョウイクソウムカ		行政運営の改善に向けた体制整備

														平成22年度 ヘイセイネンド		一元管理を行う。
（教育総務課） イチゲンカンリオコナキョウイクソウムカ

				23		産業振興センター（仮称）の開設 サンギョウシンコウカショウカイセツ		・産業に関する支援・情報・交流の場を提供する産業振興センター（仮称）開設を前倒しする。 サンギョウカンシエンジョウホウコウリュウバテイキョウサンギョウシンコウカショウカイセツマエダオ		・企業相談のワンストップ窓口の早期開設による農商工連携も含めた企業活動支援の効率化
・民間主体の事業展開による産業振興施策のスピードアップ キギョウソウダンマドグチソウキカイセツノウショウコウレンケイフクキギョウカツドウシエンコウリツカミンカンシュタイジギョウテンカイサンギョウシンコウシサク		○産業振興課
・人事課
・農政企画課 サンギョウシンコウカジンジカノウセイキカクカ		平成21年度 ヘイセイネンド		①平成22年度開設の当初予定を早め、本年度中に開設する。
（産業振興課）
②必要な組織体制を整備する。
（人事課） ヘイセイネンドカイセツトウショヨテイハヤホンネンドチュウサンギョウシンコウカヒツヨウソシキタイセイセイビジンジカ		行政運営の改善に向けた体制整備

				24		ガス・水道料金のコンビニ収納の拡大 スイドウリョウキンシュウノウカクダイ		・ガス・水道料金システム統合し、区のガス・水道料金もコンビニ収納を可能にする。 スイドウリョウキントウゴウクスイドウリョウキンシュウノウカノウ		・未収金等の削減
・徴収業務の効率化 ミシュウキントウサクゲンチョウシュウギョウムコウリツカ		○ガス水道局お客様サービス課 スイドウキョクキャクサマサービスカ		平成21年度 ヘイセイネンド		3区（ガス供給区）で実施（合併前上越は実施済）。
（ガス水道局お客様サービス課） クキョウキュウクジッシガッペイマエジョウエツジッシスミスイドウキョクキャクサマカ		行政運営の改善に向けた体制整備

														平成22年度 ヘイセイネンド		市内全域で実施。
（ガス水道局お客様サービス課） シナイゼンイキジッシスイドウキョクキャクサマカ

		市民サービスの向上 シミンコウジョウ		25		観光コンベンション協会のホームページでの特産品の販売 カンコウキョウカイトクサンヒンハンバイ		・観光コンベンション協会のホームページで特産品を販売し、直接、上越市を訪れることのできない観光客へも販路を拡大する。		・商品の紹介と販売の一体化
・特産品のＰＲ効果と利用者へのサービス向上 イッタイカリヨウシャコウジョウ		○観光振興課 カンコウシンコウカ		平成21年度 ヘイセイネンド		利用実態を調査し、コンベンション協会と協議した上で、改善に向けた取組を行う。
（観光振興課） リヨウジッタイチョウサウエ		行政運営の改善に向けた体制整備 ギョウセイウンエイカイゼンムタイセイセイビ

		権限、組織、マネジメント等の見直し		26		PDCAマネジメントサイクルの普及・定着 フキュウテイチャク		・各課主管の各種計画(推進計画・実施計画等）におけるPDCAサイクルの理解度や浸透度の現状を把握・検証し、課題の整理と改善を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 カクカシュカンカクシュケイカクスイシンケイカクジッシケイカクナドリカイドシントウドゲンジョウハアクケンショウカダイセイリカイゼンハカ		・PDCAマネジメントサイクルの普及・定着　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・主要事業計画の実効性確保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 フキュウテイチャクシュヨウジギョウケイカクジッコウセイカクホ		○行革推進課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		平成21年度 ヘイセイネンド		上半期中に現状を把握し、PDCAサイクルが回るように指導を行う。
（行革推進課） カミハンキチュウゲンジョウハアクマワシドウオコナギョウカクスイシンカ		行政運営の改善に向けた体制整備 ギョウセイウンエイカイゼンムタイセイセイビ

				27		組織及び職の見直し

※右記項目を含め、21年度の重点取組事項の対応と一体的に整理する。 ソシキオヨショクミナオウキコウモクフクネンドジュウテントリクミジコウタイオウイッタイテキセイリ		・部、局、課、課内室等のあり方、部長級・副課長級等職員の配置の基準等について、責任と権限のあり方も含め検討する。
・専門職・総合職制度の導入に関して検討を行う。 センモンショクソウゴウショクセイドドウニュウカンケントウオコナ		・組織・職の簡素化
・人件費及び管理職手当の削減
・事務の高度化・専門化 ジンケンヒオヨカンリショクテアサクゲンジムコウドカセンモンカ		○人事課 ジンジカ		平成21年度 ヘイセイネンド		組織運営上の課題・問題点の検討を進める。
（人事課）		行政運営の改善に向けた体制整備 ギョウセイウンエイカイゼンムタイセイセイビ

														平成22年度以降 ヘイセイネンドイコウ		検討結果を反映させる。
（人事課） ケントウケッカハンエイ

								・本庁、街なかサテライト、直江津サテライトに分散している産業観光部の組織・機能を本庁に集約する。 ホンチョウマチナオエツブンサンサンギョウカンコウブソシキキノウホンチョウシュウヤク		・組織のスリム化による経費節減と意思決定の迅速化
・シティセールスなど産業観光部内各分門の一体的な活動と事業推進 ソシキカケイヒセツゲンイシケッテイジンソクカサンギョウカンコウブナイカクブンモンイッタイテキカツドウジギョウスイシン		○産業観光部全課 サンギョウカンコウブゼンカ		平成21年度 ヘイセイネンド		産業観光部の一元化の準備を行う。
（産業観光部全課） ジュンビオコナサンギョウカンコウブゼンカ		行政運営の改善に向けた体制整備

														平成22年度 ヘイセイネンド		4月1日から、産業観光部の一元化を行う。
（産業観光部全課） オコナサンギョウカンコウブゼンカ

								・ガス水道局内各課・営業所の業務分担の見直しを行う。
・少人数係の統合を行う。 スイドウキョクナイカクカエイギョウショギョウムブンタンミナオオコナショウニンズウカカリトウゴウオコナ		・組織の簡素化
・業務の効率化 ソシキカンソカギョウムコウリツカ		○ガス水道局総務課 スイドウキョクソウムカ		平成21年度 ヘイセイネンド		検討を進める。
（ガス水道局総務課） ケントウスススイドウキョクソウムカ		行政運営の改善に向けた体制整備

														平成22年度
以降 ヘイセイネンドイコウ		検討結果を反映する。
（ガス水道局総務課） ケントウケッカハンエイスイドウキョクソウムカ

		組織力の向上 ソシキリョクコウジョウ		28		整理整頓の日 セイリセイトンヒ		・執務環境の整備（文書等の整理を含む。）を定期的に実施し、整理・整頓を心がける。 フクテイキテキジッシセイリセイトンココロ		・執務環境の整備（文書等の整理を含む。）による公務能率の向上
・来庁者へのサービス精神の涵養 シツムカンキョウセイビコウムノウリツコウジョウライチョウシャセイシンカンヨウ		○人事課
・用地管財課
・総務課 ジンジカヨウチカンザイカソウムカ		平成21年度 ヘイセイネンド		実施する。
（人事課・用地管財課・総務課） ヨウチカンザイカソウムカ		行政運営の改善に向けた体制整備 ギョウセイウンエイカイゼンムタイセイセイビ

				29		定例的な朝礼の実施 テイレイテキチョウレイジッシ		・毎日、係単位で当日の業務内容の確認を行う。
・合わせて、週の初めには一週間の業務内容や業務の期限や達成目標の確認を行う。
※職場状況により弾力的な運用を試みる。 マイニチカカリタンイトウジツカクニンオコナアシュウハジイッシュウカンギョウムナイヨウギョウムキゲンタッセイモクヒョウカクニンオコナショクバジョウキョウダンリョクテキウンヨウココロ		・事務の効率化
・意識の向上 ジムコウリツカイシキコウジョウ		○行革推進課
・各課
（・ガス水道局） カクカスイドウキョク		平成21年度 ヘイセイネンド		ガス水道局などで試行的に実施し、効果や課題を検証する。
（行革推進課） スイドウキョクシコウテキジッシコウカカダイケンショウギョウカクスイシンカ		行政運営の改善に向けた体制整備

														平成22年度 ヘイセイネンド		ガス水道局などの試行状況を踏まえて、全庁的に実施する。
（行革推進課） スイドウキョクシコウジョウキョウフゼンチョウテキジッシギョウカクスイシンカ

		※主管課欄で○を付した課等は、その取組項目の推進主体です。 トリクミコウモクスイシンシュタイ

		※期待される効果欄における金額等は、見込みです。 キタイコウカランキンガクトウミコ
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