
平成21年度後期 平成22年度以降

【電気料の削減】
・ESCO事業の導入検討

・導入検討の対象施設として、鵜の浜
人魚館、うみてらす名立を選定
・行革推進課で実施した簡易診断結果
等を踏まえ、主管課、区総合事務所と
の協議を経て、（財）省エネルギーセン
ターへ出張診断を申込み

・（財）省エネルギーセンターによる出
張診断（10月予定）
・診断結果に基づき、実施についての
意思決定
・実施と判断した場合は、ESCO事業者
の募集選定（平成22年度実施を前提）

・補助金申請、交付など関連事務
・市議会関係（補正、債務負担行為な
ど）
・設備工事

○用地管財課
・環境企画課
・施設所管課

【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）

・施設ごとの使用量・口径等一覧及び
切替目安となる口径一覧の作成による
対象施設の選定
・対象施設ごとの予算組換えのシミュ
レーションを作成

【参考】
切替対象：123施設
うち平成21年度実施（予定）：81施設（調整
中の施設を除く）

・対象施設において、口径切替工事を
随時実施

・平成21年度に実施できなかった対象
施設において、口径切替工事を随時実
施
・平成21年度の実施内容を検証

○用地管財課
・ガス水道局お客
様サービス課
・施設所管課

【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）

・公立保育園における先行実施事例の
データ収集及び分析の実施

・先行実施事例のデータに基づくシミュ
レーションの作成による対象施設を選
定
・対象施設ごとの予算組換えのシミュ
レーションを作成
・対象施設にエコバルブを設置

・平成21年度に実施できなかった対象
施設にエコバルブを設置
・平成21年度の実施内容を検証

○用地管財課
・施設所管課

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）。

・一括管理方法等の概要について検討
完了

・対象車両を把握するための調査（10
月予定）
・調査結果を基に対応策を検討し、実
施の可否を確定

・前年度での検討の結果、実施可能と
判断された場合、対応策を段階的に実
施

○総務課

平成21年度前期までの進捗状況

行政改革追加・拡充プログラムの進捗状況及び今後の取組

今後の取組
主管課№ 具体的内容

1 光熱水費の削減

項目

資料２
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平成21年度後期 平成22年度以降
平成21年度前期までの進捗状況

今後の取組
主管課№ 具体的内容項目

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。

・非常勤職員の報酬と勤務実態・内容
について、照会及び聞き取り調査を実
施
・調査結果に基づき、見直しの依頼を
実施（7月16日 ）
・見直し依頼に基づく回答の精査を実
施

・ヒアリング結果を踏まえ、必要に応じ
て見直しを実施
・必要な手続を進める（平成22年度予
算計上及び条例改正など）

・見直し結果を実施 ○行革推進課
・人事課

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。

・既存電話回線使用料の契約状況を確
認

・作業工程・シミュレーションを作成
・平成22年度予算に計上
・補正予算により一部切替作業を実施

・切替作業を実施 ○用地管財課
・情報管理課

5 被服貸与の見直し

・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。

・被服貸与に係る調査を実施 ・被服貸与規則を改定 ・改正後の規則に基いて運用 ○人事課

6
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。

・外部委託可能な業務範囲の検討を実
施

・外部委託可能な業務範囲の検討を継
続

・外部委託に関する検討を完了
・平成23年度予算に計上
・検討結果を実施（平成23年度）

○ガス水道局お
客様サービス課
・ガス水道局総務
課

7 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。

・見直しの検討を実施

・11月支給の給与明細から変更

【参考】コスト比較
（変更前）7.5円/袋×36,000枚＝283,500円
（変更後）6.8円/袋×36,000枚＝257,040円
（差額）△26,460円

○人事課

8 市が保有する株式
等の売却

・市が保有している株式・出捐金の
うち、売却が可能なものについて売
却を進める。

・相手先との売買交渉を完了（非公開
株式）
・売却時期等の検討（公開株式）
・売買契約を締結し、400万円で売却（7
月・出捐金）

・非公開株式は、専決処分による株式
売却を実施し、議会に専決処分を報告
・公開株式は、株価動向を踏まえ、状
況に応じて売却対応

・公開株式について、株価動向を踏ま
え、状況に応じて売却（平成21年度未
売却の場合）

○用地管財課
○生活環境課
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平成21年度後期 平成22年度以降
平成21年度前期までの進捗状況

今後の取組
主管課№ 具体的内容項目

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。

・公用利用を検討
・購入を開始（6月）
・職員へ年賀状購入を呼びかけ

【参考】6～9月までの購入実績
12万円

・定期的な購入を継続 ・定期的な購入を継続

○総務課
・市民課
・三和区総合事
務所

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。 ・ネーミングライツ導入に向けた検討 ・ネーミングライツ導入に向けた検討・

検証を実施
・景気動向を的確に把握し、時期などを
見極めた上で導入を検討 ○財政課

【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

・不足が生じる平成22年度に向けて、
有料広告掲載の検討を実施（ガイド）
・有料広告掲載に向けた検討を実施
（カレンダー）

・引き続き、検討を実施（ガイド） ・有料広告を掲載（ガイド） ○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

・広告掲載に向けた検討完了
・広告掲載者の決定

【参考】
有料広告料収入（見込）：490千円

・有料広告を掲載したごみ袋を作成及
び配布開始（3月）

・有料広告を掲載したごみ袋の作成及
び配布（継続） ○生活環境課

【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

・広告掲載に向けた検討完了

【参考】検討結果
対象とする送付用封筒3種類、10枠を設定
（192千円）

・広報じょうえつ10月 15日号で広告主を
募集
・広告主の決定及び封筒作成（12月 ）

・有料広告を掲載した封筒を使用開始 ○保険年金課

【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

・掲載内容及び有料広告業者の絞込
み

・広告主の決定及び有料広告を掲載し
た検針のお知らせ等の作成（10月 ）
・作成後、適宜、使用開始

○ガス水道局お
客様サービス課

有料広告対象事業
の拡大11
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平成21年度後期 平成22年度以降
平成21年度前期までの進捗状況

今後の取組
主管課№ 具体的内容項目

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

・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。

・現状把握を実施
・統一基準の作成を実施

・統一基準の作成を完了
・関係団体への連絡・周知
・平成22年度予算に計上
・予算編成会議での周知

・現状把握に基づく、適正化の実施及
び買取交渉を実施 ○用地管財課

13
公の施設の利用時
間及び休館日の見
直し

・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。

・関係課からの報告内容に基づき、見
直し対象施設を抽出
・類似施設の見直しの可否について、
関係課のヒアリングを実施
・関係課からの報告内容を勘案し、条
例の改正時期・施行期日を変更

・見直し内容の決定・方針協議（10月 ）
・随時、試行し、効果を検証
・地域協議会への諮問（1月）
・必要に応じて、平成22年度予算に計
上
・議会への条例提案（3月）

・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） ○行革推進課

14
市が支払う公共料
金の口座振替への
切り替え

・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。

・試行に向けた検討完了
・子育て支援課、教育総務課で試行開
始（9月から）

・試行を継続
・試行結果を踏まえ、対象の拡大等を
検討

・検討結果に基き、実施

○会計課
・ガス水道局お客
様サービス課
・教育総務課
・子育て支援課

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。

・A4判化の対象となる委員会資料等を
種類別に分類し、問題点を抽出し、対
策を検討

・過去の資料をA4判化したサンプル作
成
・議会へ提案し、議会の判断を確認
・年度中に新規様式を導入

○総務課
・財政課
・議会事務局

16 職員の通信教育講
座の見直し

・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。

・通信教育講座を含めた人材育成方針
の骨子を作成

・通信教育講座を含めた人材育成方針
の骨子を作成完了

・人材育成計画に基づく、見直し後の
通信教育を実施 ○人事課
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平成21年度後期 平成22年度以降
平成21年度前期までの進捗状況

今後の取組
主管課№ 具体的内容項目

18 公立保育園の統廃
合

・認可45園、地域5園の統廃合によ
る保育環境の整備

・保育園再編計画案（たたき台）を作成
・保育園再編計画の策定に向けた庁内
検討会議を設置

・統廃合計画の最終的な取りまとめ
・住民（地域や保護者など）・議会への
説明・周知など
・パブリックコメント

・引き続き、住民（地域や保護者など）・
議会への説明・周知などを実施
・統廃合計画に基づき、平成23年度予
算に計上

○子育て支援課
・人事課
・行革推進課

19
ガス水道局と各営
業所の業務の見直
し

・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。

・営業所長及び料金担当者との業務の
確認
・料金システム統一後に営業所で行う
業務と本局で行う業務の整理

・全区のシステム統合に関して、平成
22年度予算に計上
・合併前上越市ほか3区（ガス供給区）
のシステム統合の完了（1月）

・全市のシステム統合を完了 ○ガス水道局お
客様サービス課

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。

・ローカウンターを追加設置し、ハイカ
ウンターと並存する窓口に変更 ○市民税課

21 市民総合窓口の設
置

・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。

・関係各課との協議・調整を実施 ・総合窓口設置に伴う費用を平成22年
度予算に計上

・総合窓口の設置に向けた準備（平成
22年 4月）
・総合窓口の設置（平成22年 7月）

○人事課
・市民課
・保険年金課
・子育て支援課
・こども福祉課

22 施設の一元管理

【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。

・所管の担当者との打ち合わせにより、
一元的な管理方法案を作成

・施設の一元管理に伴う経費を平成22
年度予算に計上 ・施設の一元管理開始（平成22年 4月）

○教育総務課
・体育課
・公民館

23 上越ものづくり振
興センターの開設

・産業に関する支援・情報・交流の
場を提供する上越ものづくり振興セ
ンター開設を前倒しする。

・7月臨時議会で開設経費の補正議決
・開設に向けた検討完了
・9月議会で運営経費の補正議決

・開設準備開始
・開設（年末まで）

○産業振興課
・人事課
・農政企画課
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平成21年度後期 平成22年度以降
平成21年度前期までの進捗状況

今後の取組
主管課№ 具体的内容項目

24
ガス・水道料金の
コンビニ収納の拡
大

・ガス・水道料金のシステムを統合
し、区のガス・水道料金もコンビニ収
納を可能にする。

・全市のコンビニ収納についてシステム
整備を開始

・柿崎区・大潟区・中郷区での取扱い開
始（12月から）
・全区におけるコンビニ収納関係予算
を平成22年度予算に計上

・全市実施の検討継続
・全市におけるコンビニ収納を実施（平
成22年 9月）

○ガス水道局お
客様サービス課

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。

・市HPとコンベンション協会HPのリンク
設定
・毎月の利用実態の把握

・特産品販売数の増加に向け、HPのリ
ニューアルを含めた検討を実施
・必要に応じて予算化
･検討結果の実施

○観光振興課

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。

・各種計画の進捗管理方法の実態調
査を実施
・管理方法の現状を把握

・PDCAサイクルによる進捗管理が不十
分な課等に対する指導 ○行革推進課

・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。

・組織運営上の課題・問題点の検討を
実施

・課題・問題点の検討完了
・改正組織案の作成 ・見直し後の組織へ移行 ○人事課

・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。

・組織改変の原案を作成（6月）
・原案に基づく、検討・協議を実施（7～
8月）
・組織改変の部内合意（9月）

・平成22年度予算に計上 ・一元化を実施 ○産業観光部全
課

・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。

・組織運営上の課題・問題点の検討を
実施

・課題・問題点の検討完了
・改正組織案の作成 ・見直し後の組織を整備 ○ガス水道局総

務課

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
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平成21年度後期 平成22年度以降
平成21年度前期までの進捗状況

今後の取組
主管課№ 具体的内容項目

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。

・執務環境の整備等の検討を実施
・「整理整頓の日」を設け、執務環境を
整備（8月）

・職員への周知・徹底
・実効性の検証

○人事課
・用地管財課
・総務課

29 定例的な朝礼の実
施

・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。

・実施結果を踏まえ、全庁的実施を検
討

・検討結果を集約
・実施に向けた周知等 ・全庁的な実施

○行革推進課
・各課等
（・ガス水道局）

※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。
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